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トンネル調査

11.1

山岳トンネル調査の流れ

トンネルの歴史
世界最古のトンネルは，約 4,000 年前にユーフラテス川の下を抜いて掘られたバビロニアの河底ト
ンネルとされています．バビロニアは，現在のイラク南部を占めるメソポタミアと呼ばれる地域に栄
えた王国の名前で，その首都がバビロンでした．バビロン第一王朝（古バビロニア）は紀元前 1,900
年頃から同 1,600 年頃まで栄えました．
このトンネルは，川の流れを変えて，川底に川を横断する溝を掘り，レンガとアスファルトで周囲
を固めて幅 4.6 メートル，高さ 3.7 メートルのトンネルをつくった後，川の流れを元に戻しました．
開削トンネルです．長さは約 950 メートルと伝えられていますが，その跡は現在まで発見されておら
ず，伝説のトンネルと言われています．
トンネルの歴史については，下の土木学会ウェブサイトが参考になります．
（ http://www.jsce.or.jp/what/hakase/tunnel/03/index.html )
＊このサイトでは，参考になるウェブサイトを紹介しています．ただし，リンクは貼っていません．
文中に示した URL をコピー＆ペーストしてブラウザから閲覧してください．
日本では最古のトンネルは，分かっていません．明治以前に掘られた人の通行のためのトンネル（道
路トンネル）としてよく紹介されるのは，江戸時代に掘られた大分県の青の洞門です．青の洞門は手
掘りのトンネルで，菊池 寛の「恩讐の彼方に」の題材となったことで有名です．
（ウィキペディアの解説が分かりやすいです． ）

古くから金・銀・銅鉱山の開発が進められていた日本では，坑道の掘削技術が発達しました．丸太
と矢板で坑壁を保護しながら掘り進める技術です．このような技術的蓄積があったため，西洋式トン
ネル掘削工法を，すぐ取り入れることができたのだと思います．
明治以後は，まず鉄道トンネルが多く掘られました．1871（明治 4）年に完成した東海道本線の石
屋川隧道（神戸市）が，最初の西洋式トンネルと言われています．
その後，東海道本線の丹那トンネルの工事を契機として，日本のトンネル技術は大きく発展しまし
た．
丹那トンネルは，伊豆半島の付け根付近をほぼ東西に通っていて，活断層である南北性の丹那断層
を横切っています．トンネル掘削時に，この丹那断層を通過するのに非常な苦労をしたほか，施工中
に発生した北伊豆地震（1930 年 11 月 26 日，M=7.3）でトンネルが 2.5m ずれて 3 人が犠牲になりました．
「丹那トンネルの話」
（鐵道省熱海建設事務所，昭和 8 年 12 月）は，土木学会のウェブサイトで全
文見ることができます．
（ http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/htm/091.htm ）
丹那トンネル付近の地形については，下のウェブサイトがあります．
（ http://www.d4.dion.ne.jp/~m_mori/tanna.html ）
丹那断層については下のウェブサイトが分かりやすいです．
（ http://homepage3.nifty.com/kunihiko/earth/fault/tannna/tanna.htm ）
丹那トンネルの施工状況は，下のウェブサイトに概要が述べられています．
（ http://www.kajima.co.jp/gallery/const_museum/tunnel/main/m_list/09.html ）
その後，清水トンネル(鉄道：1931 年開通 延長 9,702m)，恵那山トンネル（道路：1974 年 10 月
23 日：一期（下り線 延長 8,489m）トンネル貫通）などの長大トンネルが完成し，1985 年には世
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界最長の海底トンネルである青函トンネル（延長 53.85km）が完成(本坑貫通)しました．また，新東
名高速道路（第二東名高速道路）などの建設に伴い多くのトンネルが完成しました．
この間，山岳トンネル工法は，鋼製支保工と矢板を用いた矢板工法から吹付けコンクリート・ロッ
クボルト・鋼製支保工を用いた NATM 工法へと変わり，技術的にも大きく進歩しました．
最近は大断面トンネル（3 車線トンネル）や都市トンネル（土砂トンネル）への山岳トンネル工法
の適用などの進歩がありました．また，山岳トンネル工法を使って地下大空洞の建設，地下河川によ
る洪水調整などいろいろな方面に発展しています．

トンネルの役割
現在，日本の道路は，高速道路から市町村道まで実延長で 1,273,620.4km（2012 年 4 月 1 日現在：
http://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_10b_01.html ）に達しています．日本の国土の 70%は山
地であり，山脈等の地形的障害を克服する手段としてトンネルは不可欠です．
交通施設としてのトンネルの利点は，
1）平面的には出来るだけ直線に近く，また上り下りの少ない道路線形を確保することによって
自動車の走行性を向上させること
2）地中を通過することにより落石・土石流・雪崩などの自然災害から交通を守り，自動車が安
全で確実に走れること
3）地形の著しい変更を伴わないため，自然景観の保全にとっても有効なこと
などです．
トンネルの計画・設計にあたっては，トンネルの施工上の安全性・経済性についての配慮が必要で，
特にトンネル坑口位置の決定は，建設費ばかりでなく供用後の維持管理費にも大きな影響を与えます．

トンネルの種類
トンネルは，その用途によって，鉄道トンネル，道路トンネル，地下鉄トンネル，サービストンネ
ル（用水や発電用の水路トンネル，地下河川トンネル，下水道トンネル，共同溝）などに分けられま
す．
また，掘削対象の地山によって，主に岩盤を掘削する山岳トンネル（NATM 工法）と主に土砂を
掘削対象とする都市トンネル（シールド工法）に大きく分けられます．
現在は，山岳トンネル工法で，トンネル・ボーリングマシン（TBM）を取り入れ急速施工に挑戦
したり，土砂地山を NATM 工法で掘削したりといったことが行われていて，両者の境界は接近しつ
つあります．
トンネルの掘削工法については，下のウェブサイトが写真入りで詳しく説明しています．トンネル
の掘り方を，1）シールド工法，2）TBM 工法，3）山岳工法に分けて説明していますが，山岳工法に
ついての説明は簡潔です．
（http://www.water.go.jp/chubu/kisodo/PDF/d.dousuiro-pdf/tonnerusekouhouhou.pdf）
シールドトンネルは，先端に歯先の付いたシールドマシンで土砂を粉砕して筒の中に取り込みマシ
ンを前進させると同時に，背後にセグメントと呼ばれる覆工を施工していきます．
TBM が，側壁をジャッキで押して機械を固定させ前進するのに対し，シールドマシンはセグメン
トを反力として掘削機が前進します．
ここでは山岳トンネルについて述べます．
山岳トンネル工法は 1970 年代までは「矢板工法」で建設されていました．その後，ロックボルトと吹
付けコンクリートを主体とする NATM 工法(New Austrian Tunnel Method)が標準的な工法となりました．
NATM 工法は，トンネル周辺の地山に形成されるグランドアーチの作用を最大限に利用し，出来るだけ
軽微な支保構造でトンネルを建設するもので，この工法の出現により掘進速度が向上し，より経済的にト
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ンネルが建設できるようになりました．

トンネル調査の要点
トンネルでは，周辺の地山はトンネル空洞を保持する支保構造体として扱う必要があるため，一般
の構造物と比べて地形・地質等の地山条件の影響を大きく受けます．また，トンネルは改築・改修が
困難な構造物です．このようなことから，トンネルにおいては事前の地質調査が，特に重要となりま
す．
(1) トンネルで問題となる三大要素
トンネルにとって問題となるのは，坑口付近の地すべり，大規模な破砕帯，大量湧水です．予備
調査段階で，これらについて見当をつける必要があり，第１次調査での地表踏査および弾性波探査
が重要です．この段階で大きな問題がなければ平面線形，縦断線形，坑口位置などトンネルの基本
的な事項は決定できます．
1) 坑口地すべり
坑口地すべりは，坑外からの事前調査が必要か，補助工法を含めた一般的なトンネル工法で対
処可能かの判断が重要です．そのためには，踏査による地すべりブロック区分とトンネルとの関
わりを出来るだけ早い段階で把握することが不可欠です．
2) 大規模破砕帯
大規模な破砕帯は，既存地質資料を収集し検討すれば，調査の初期段階でおおよその位置，規
模，性状を把握することができます．地形判読，空中写真判読も重要です．地質調査としては，
まず地表踏査と弾性波探査を行い破砕帯の位置，規模を把握します．水が問題となる場合には電
気探査を併用するのが効果的です．そのうえで，必要なボーリングを行います．トンネル一般部
の土被りが深い位置でのボーリングは，機材搬入，破砕帯での良好なコア採取などの問題に関し
て経済性と調査の質を確保することが大きな課題となります．
3) 大量湧水
大量湧水はトンネルの施工に大きく影響すると同時に，周辺の渇水問題を引き起こします．大
量湧水が予想される場合は，早い段階で水利用実態調査や周辺河川の流量観測などを実施し，経
年変動を含む施工前の長期的なデータを収集しておく必要があります．明らかに周辺の水文環境
に影響が出ると予想される場合は，事前に補償するための調査が必要となる場合もあります．
(2) 施工中調査
施工中の調査は，切羽前方の地質を把握する調査と支保パターンの妥当性（経済性・安全性）を
検討する調査とがあります．切羽前方の地質確認は，切羽からの水平ボーリングが最も信頼性があ
りますが，施工サイクルとの整合性を取る必要があります．最近は，坑内に受振器を置きロックボ
ルト打設時の振動を利用して切羽前方地質の探査を行う方法など，新しい手段が開発されています．
「切羽前方探査」でウェブ検索を行えば，様々な情報が得られます．例えば，
（ http://www.kajima.co.jp/tech/c_mountain_tunnel/fore_inv/index.html#!body_03 ）
(3) 支保パターンの妥当性
支保パターンの妥当性を検討するための調査は，切羽観察・内空変位計測・坑口部での地表沈下
測定のほかに，地中変位計測，ロックボルト軸力測定，コンクリート吹付け応力測定などがありま
す．問題のあるトンネルについては，供用後も地中変位などによる計測を実施する場合があります．
(4) 供用後の維持・補修の調査
維持・補修調査は，これらとは全く別に計画立案から始めます．ここでの要点は，クラック展開
図を精度よく作成し，それにもとづいて対策工を視野に入れた調査計画を立案することです．また，
建設時の資料を発掘することも大事です．クラック展開図の作成は，画像撮影によって効率的に実
施できるようになりましたが，クラックの性質－圧縮クラックか引張クラックか，覆工を貫通して
いるかどうかなど－について，技術者が直接確認することも重要です．
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トンネル調査の流れ
トンネルの調査も他の地質調査と同様の流れとなります．
(1) 道路建設では，まず図上でいくつかルートを選定します．これをペイパーロケーションと言いま
す．このルートそれぞれについて，問題点を抽出します．この段階では主に既存資料検討，地形図
読図，空中写真判読と簡単な現地調査によって検討を行います．
(2) 路線が選定されたら概略設計に必要な地質データを揃えるために調査(第一次調査あるいは概略
調査)を行います．地表踏査，物理探査，現位置試験，室内試験などを行います．
(3) 概略設計で坑口位置が決まり，トンネル全体の地山分類が行われ，概略工事費が算出されます．
これにもとづいて詳細設計のための調査(第二次調査あるいは詳細調査)を行います．トンネル坑口
の対策，トンネル湧水・渇水予測，地山物性値の設定，トンネル地山分類などを行い，ほぼ設計に
必要なデータが出そろいます．
(4) トンネル調査の一つの特徴としては，施工中の計測と切羽観察で支保パターンの妥当性を判断す
ることが挙げられます．そのほかに，それぞれの段階で必要な精度の調査を行います．
(5) トンネル工事では大量湧水が発生しトンネル切羽が崩壊したり，周辺の地下水が涸れたりする事
例があります．この突発湧水の発生とそれに伴う周辺の渇水もトンネル工事の大きな特徴です（図
11.11 の赤枠）
．丹那トンネル工事も大量湧水に悩まされたことで有名です．

図 11.1 トンネル切羽の状況
この写真は，トンネルの上半切羽で，
横幅は約 10m，高さは約 5m です．半円
形に見えるのは 1m 間隔で建て込んだ H
鋼で，その間の灰色の部分は吹付けコン
クリートです．H 鋼は天端（半円の頂点）
でボルトによってつなぎ合わされてい
ます．
この切羽付近では異常な応力が作用
しており，増ボルトなどの補助工法でト
ンネルを保たせました．

図 11.2 突発湧水で埋まったトンネル
左：突発湧水とともに押し出された土砂の跡が残るトンネル；黄色い機械の下が灰色になっている部
分（高さ約 50cm）まで土砂を含んだ水で埋まりました．この機械はジャンボと呼ばれるトンネル
掘削機で，先端にロックボルトの孔を開けるドリルがついています．トンネルの高さは約 5m．
中：土砂で埋まったトンネル；この奥は這って入れる程度まで土砂で埋まっています．
右：出水と同時に地表に出来た陥没孔；ほぼ 30m 四方で，深さは 20ｍ程度です．ボーリングの結果
では数 m の孔がトンネルまで達していました．この付近のトンネル土被りは約 80m で，切羽前方
の地下水位観測孔の水位は切羽が近づいてもほとんど低下していませんでした．
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図 11.3 トンネル坑口の地すべり対策

左：地すべり対策のためのパイプルーフ工を施工しています．径 800mm の鋼管をトンネル天端に打
ち込んで地すべり移動土塊の変位を抑止しました．
右：トンネル施工中に上部斜面が滑動したために，のり枠工とアンカー工で坑口上部斜面の滑動を抑
止しています．

図 11.4 TBM で掘削した導水路トンネルと発電用水路

掘削径 8.3m の TBM で掘進し，鋼製支保工とコンクリート板(セグメント)で覆工まで終了した状態
です．ここでは，ズリ（掘削した岩塊）出しはトロッコで行っています．

図 11.5 発電用水圧管路トンネル
水平の導水路トンネルの先で，下向き 30 ﾟ程度の傾斜で水圧管路を TBM で掘削しています．
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図 11.6 トンネル調査の流れ（土木学会，2006,15p による）
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11.2 事前調査
事前調査は設計・施工のための調査で，地表踏査，物理探査，ボーリング調査，現位置試験，地山
試料試験などがあり，そのほかに湧水・渇水予測のための水文調査を行います．

事前調査の要点
(1) 事前調査の目的
この段階の調査は，トンネル掘削のための支保と対応した地山分類表（岩盤区分表）にもとづい
てトンネルの地山等級を決定することが目的です．調査の段階としては，トンネル一般図作成のた
めの第一次調査とトンネル詳細設計のための第二次調査に分けられます．このような調査の段階分
けは明瞭でない場合もありますが，一般的にはトンネル坑口を中心に鉛直ボーリングを実施するの
が第一次調査で，坑口位置付近での水平ボーリングと坑門基礎調査を行うのが第二次調査です．
(2) 地形地質踏査
事前調査の中で地形地質踏査はすべての調査の基本をなすものですので，トンネル周辺を含めて
やや広範囲を踏査し，問題となる地形・地質を抽出します．この場合の図面の縮尺は，1:1,000 で
すので，踏査では少なくとも計画路線にかかる沢はすべて歩いてルートマップを作成する必要があ
ります．
(3) 物理探査
1）トンネルで実施する物理探査は，弾性波探査と電気探査が一般的です．物理探査の利点はトン
ネルに沿って線状に地質情報が得られることです．
2）地山弾性波速度は，地山の物性を最もよく反映しているため，トンネル地山分類の主要素とな
っています．土被りの薄いトンネル坑口付近では，受振点間隔を 5m として精度を上げます．最
近の弾性波探査はトモグラフィー的解析を行うために，これまでのはぎ取り法に比べ精度が向上
しています．
3）電気探査は，花こう岩地域などで水の通路となっている破砕帯，著しく粘土化して含水比が高
くなっている変質帯，泥岩分布域などでは比抵抗が低く出るので地下水状況や軟質層を把握する
のに有効です．
4）200m を越えるような土被りが大きいトンネルでは電磁探査が採用されることがあります．解
像度がやや落ちるため，大まかな地山状況を把握するのが目的となります．
5) 土被りの深いトンネルでは，弾性波の波がトンネル断面に届いていないことがあります．ボー
リング孔内での発破を行うなどの工夫が必要になります．
6）トンネルがカーブしている場合，物理探査の測線を幾つかに分けることになります.この場合，
それぞれの測線をどの程度ダブらせるかを十分検討する必要があります.費用との関係では測線
長は短くしたいのですが，トンネル断面の弾性波速度が精度良く得られるかの検討が必要です。
7）弾性波探査の測線長のとり方については，計画作成段階でシミュレーションを行い弾性波がト
ンネル断面を通るかどうかの検討を行うのが有効です．地質調査の計画・立案は地質担当者が行
いますが，物理探査担当者との十分な協議が重要です．
(4) 調査ボーリング
ボーリングは坑口を中心に実施します．ただし，トンネル一般部で大規模な破砕帯が予想される
など特殊な条件の場合，必要な個所でボーリングを実施します．ボーリングの掘削技術はかなり向
上してきているため，一般的には直径 66mm で掘削しますが，コアの採取が難しいと判断される
破砕岩などでは一回り大きな 86mm の径で掘削すると岩の判定が容易になります．普通は，弾性
波探査測線上でボーリングを実施するのでこれらの結果と合わせ，総合的に判断して地山等級を決
定します．
(5) 現位置試験
ボーリング孔では各種現位置試験が実施できます．土被りの浅い区間が続くような場合には孔内
水平載荷試験で解析用の変形係数を求めておくことが有効です．また，ボアホールカメラは亀裂性
岩盤では走向・傾斜が測定できること，亀裂面の状態・開口程度が判断できることなどから非常に
有効です．
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(6) 地下水調査
トンネル中央部で行うボーリングでは必ず湧水圧測定を行い，トンネル断面付近での地下水の状
態－透水性，被圧水の有無など－を把握しておくことが必要です．
(7) 地山物性値
トンネル掘削による地山挙動がトンネル設計を進める上で問題となる場合は，岩石の物性値を得
ておく必要があります．
1）土被りが薄く地山が劣化している場合
2）大きな変位が予想される場合
3）近接構造物がある場合
4）トンネル断面が大きい場合
などがこれに相当します．
(8) 問題となる地質
トンネルで問題となる地質の代表は，
1）泥岩・凝灰岩，変質粘土帯など膨潤性粘土を含む地山
2）流砂現象を起こす締まりの悪い砂質土地山
3）剥離性の強い付加体堆積物
などです．
膨潤性地山の場合は，浸水崩壊度試験で目安をつけＸ線回折で膨潤性粘土を確認するのが経済的
です．
流砂現象を起こすかどうかの判定は粒度試験を行えば可能です．図 11.2 に示した土砂流出は流
砂現象ですが，粒度的には大きいものでは人頭大のものが流出してきています．ですから，地下水
頭の大きさが問題となります．この現場では約 75m の水頭（約 750kN/m2)がありました．
付加体堆積物は，砂岩・泥岩互層あるいは泥岩，砂岩からなる地層で，剥離性が強いのが特徴で
す．ボーリングコアでは良好に見えても，実際にトンネルを掘ってみると思わぬ挙動を示し，難工
事となった例が多くあります．特に，メランジュ相(混在相)と呼ばれる変形の強い岩相で大きな変
位や切羽崩壊が発生します．
(9) 水文調査
水文調査は，トンネル工事に伴う湧水・渇水予測のために必須の調査です．水文調査の特徴の一
つは，トンネル工事が始まる少なくとも１年前から河川流量や井戸水位の観測を開始して，トンネ
ル工事の影響判定を行うことです．また，周辺に影響が出た場合は，完成後少なくとも１年は観測
を続けて影響がどう変化するか監視する必要があります．
(10) 掘削ズリの有害金属
トンネル掘削で発生した土砂や岩塊（ズリ）は建設発生土です．発生土は盛土材に用いるなどリ
サイクルする必要がありますが，この中に有害金属が含まれている場合は，土壌汚染対策法に則っ
て適切に処理しなければなりません．また，温泉の近くなどではトンネル排水が酸性水となること
があります．地中に貯留されていた酸性水は，空気に触れると水酸化鉄が形成されトンネル排水先
の河床が茶褐色化します．このような場合，排水を中和処理してから河川などに放流することにな
ります．

膨潤性地山の判定方法
膨潤性地山というのは，粘土鉱物の層間に水を吸収して体積増加を起こす粘土鉱物を含んでいる地
山です．
この粘土鉱物はスメクタイト（より詳しくはモンモリロナイト）といわれる粘土鉱物で，新第三紀
の泥岩や凝灰岩，変質した火山岩などの地山に含まれています．
表 11.1 は，鉄道トンネルで膨潤性地圧が発生したトンネルでの指標を示したものです．ただし，
地山強度比や単位体積重量は膨潤性地山の指標というより，地山自体の強度が小さく，地山自体がト
ンネル周辺の地圧に対抗できないために発生する塑性地圧の指標です．
膨潤性地圧と塑性地圧の区別は，厳密にはかなり難しい面があります．膨潤性地圧というのは，泥
岩や凝灰岩など，Ｘ線回折でスメクタイトが検出されるような地山で発生するもので，層間に水が吸
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着して粘土鉱物の層と層の間隔が拡がって押し出してくるものです．この場合，トンネル周辺が緩む
ことにより水が浸透して膨潤し，さらに深部が緩むということが起こっていると想定されます．いつ
までもトンネル壁面の変位が収まらない「後荷」現象が発生します．
これに対して塑性地圧は，トンネル周辺の地山の強度が小さく地圧に対抗しきれないために発生す
るものです．

膨
潤
性
を
示
す
指
標

備
考

表 11.1 泥質地山における膨潤性を示す指標（土木学会，1984 による）
仲野
日本鉄道建設公
大塚ほか
佐藤ほか
吉川ほか
団（1977）
（1975）
（1980）
（1980）
（1988）
地山強度比(Gn) ＜ 地 圧 発 生 の 可 ① 変 形 係 数 ≦ ①自然含水比≧ ＜著しい膨張性
20%
を示す地山＞
能 性 が 非 常 に 大 8,000kgf/cm2
=σ c / (γH)
②単位体積重量
②
一
軸
圧
縮
強
度
①ボーリング時
σ c：一軸圧縮強 きいもの＞
≧1.8gf/m3
・無水掘りが必要
①岩石中の主要 ≦
度(MN/m2)
③(第 1 回吸水 ・コア膨張が顕著
γ：単位体積重 粘 土 鉱 物 が モ ン 40kgf/cm2
③
単
位
体
積
重
量
量 ) / 自 然 含 水 ②Gn≦1.5
モリロナイト
量
比)≦2.0
(<0.5 で顕著)
②2μm 以下粒子 ≦
(1gf/cm3≒
3
2.05gf/cm3
④浸水崩壊度
C
10kN/m )
③モンモリロナ
の含有率≧30%
H：土被り厚(m) ③塑性指数≧70% ④ 自 然 含 水 比 ≧ 〜D
イト含有量≧
⑤モンモリロナ 20%かつ
④ 陽 イ オ ン 交 換 20%
＜判定指標＞
容 量 ≧ 35meq/ ⑤液性限界≧70% イ ト 含 有 量 ≧ 自 然 含 水 比 ≧
⑥塑性指数≧70% 30%
①Gn≦2
20%
100g
押出し性〜膨潤 ⑤浸水崩壊度 D ⑦液性指数≧20% ⑥RQD≦30%
④浸水崩壊度 D
⑧2μm
以下粒子
性
⑥ボーリングサ
＜膨張性を呈す
②2<Gn≦4
ン プ リ ン グ 中 破 含有率≧30%
⑨陽イオン交換
る地山＞
強度の押出し性 砕部多い
容
量
≧
35meq
①ボーリング時
〜地圧が大きい
・コアの採取率低
と推定される
＜ 膨 圧 発 生 の 可 /100g
⑩膨張率≧20%
い
③4<Gn≦6
能性あり＞
・コアディスキン
地圧が大きいと ① 岩 石 中 の 主 要
グが顕著
推定される
粘土鉱物がモン
(<0.5 で顕著)
④6<Gn≦10
モリロナイト
②1.5≦Gn≦2.0
地圧があると推 ②2μm 以下粒子
③モンモリロナ
定可
の含有率≧20%
イト含有量≧
⑤10<Gn
③塑性指数≧25%
30%または
地圧がほとんど ④ 陽 イ オ ン 交 換
自然含水比≧
ないと推定可
容
量
≧
20meq/100g
30%
赤倉トンネル（北 鍋 立 山 ト ン ネ ル 青函トンネル算 新第三紀泥岩
新第三紀泥岩
越 急 行 ほ く ほ く (北越急行ほくほ 用師工区
く線)
線）
新第三紀中新世
新 第 三 紀 中 新 世 新 第 三 紀 中 新 世 の泥岩
の
の
椎谷層
椎谷層
②〜⑤，⑩は膨張
第四紀更新世の
性と定性的に相
灰爪層
関あり
⑧，⑨は相関性低
い

＊陽イオン交換容量の meq/100g：風乾試料 100g 当たりのミリグラム当量(milli-equivalent)のことです．試料中の交
換性イオンが，どのくらいアンモニウムイオンで置き換わったかを示しています．膨潤性を示さないゼオライトも大
きな陽イオン交換容量を示します．
＊＊コアのディスキング：ボーリングコアが，ほぼ均等に，かつ板状に分離する現象です．コアが地下深部で受けて
いた応力が解放され，引張応力が発生して起こると考えられています．
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表 11.1 は，膨潤性地山判定の指標を示したものです．膨潤性粘土であるモンリロナイトが含まれ
ているかどうかが，最も大きな要素になります．ですから，目安を付けるのであれば，水に浸けた場
合の崩れ方を見る浸水崩壊度試験を行って，激しく崩れるようであればモンリロナイトのチェックを
Ｘ線回折で確認するという対処が有効です．

図 11.7 膨潤性判定のためのヘキサダイヤグ
ラムの例（土木学会，1987 より）
上：強大な押出し性地圧に悩まされた北越急行ほ
くほく線・鍋立山（なべたち・やま）トンネルの
例です．
このトンネルでは，切羽の崩壊を防ぐためアンカ
ーとして中央先進導坑を掘削したが，本坑切羽の
前方 3〜5m で 3,000t もの引張力が発生しまし
た．

下：諏訪湖の西に位置する JR 中央本線・塩嶺ト
ンネルの例です．

いずれも浸水崩壊度が“D”で，水に浸けると
土砂化する地山です．
粒度分析から求まる細粒分含有量と含水比測
定から求まる塑性指数，簡易吸水量試験で求めた
吸水量が主要な要素となっています．
モンリロナイトは膨潤性粘土鉱物の代表で，この
含有量で膨潤性の激しさが決まることが多いで
す．

流砂現象の指標
トンネル切羽で流砂現象が発生し，切羽崩壊や地表陥没を引き起こした例は，かなりあります．そ
の判定指標は粒度です．つまり，粒度の揃った細砂がある場合に流砂現象が発生しやすいことになり
ます．
トンネル切羽で流砂が発生する直接の原因は，トンネルの進行に伴って切羽すぐ前方の地下水位が
低下することだろうと考えられます．図 11.8 の流砂現象の時には，発生前に「ドーン，ドーン」と
言う音が聞こえたといいます．これは地下水が波打っているのかもしれません．
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図 11.8 流砂現象を生じ
た砂の粒度（土木学会，
1987 より）
粒径が砂相当で，粒度が
揃っていることが流砂現象
発生の重要な要素となって
います．細粒分（ここでは
粒径 75μm 以下）が 5%以
下の砂が流砂を起こすこと
を示しています．

図 11.9 流砂現象を起こ
す砂の特性図（土木学会，
1987 より）
ここでの指標は土粒子の
比重（G），均等係数（Uc），
粒度，乾燥密度（γ d ）で，
次のような値が流砂現象の
目安となります．
土粒子の比重：
2.65 以下
乾燥密度：
1.70-1.75gf/cm3以下
均等係数：
4.0 以下
10%粒径：
0.15mm 以下
60%粒径：
1.50mm 以下

トンネル湧水の影響
トンネル施工中の大量の湧水はトンネル工事を中断させる場合があります．大量湧水は水だけでな
く土砂を運んで来ますし，切羽が自立せず工事は続行できなくなります．青函トンネルや上越新幹線
の中山トンネルの大量湧水は有名です（例えば，ウィキペディア「中山トンネル（上越新幹線）参照」
）
．
トンネルでの大量湧水は，周辺の地下水や河川水の渇水を引き起こします．水文地質構造上，広範
囲の渇水を引き起こすのは，盆状の水を含んだ帯水層が基盤の上に分布している場合（例えば，ＪＲ
中央線塩嶺トンネル）や透水性の破砕帯をトンネルが横断した場合などです．
渇水発生位置のトンネルからの距離は地質によって異なり，最も広いのは火山岩および火山砕屑
岩類で最大約 4.8km とされています（
（社）日本トンネル技術協会,1982，39p）．地質によらず少な
くともトンネルから 1km 程度までは渇水が発生する可能性を考えておく必要があるでしょう．
トンネル排水が周辺環境を悪化させることがあります．問題となるのは，周辺河川の水温低下，酸
性水を代表とする有害水の排出です．水田の灌漑用水は一定の水温以上でないと収穫量に直接影響を
与えます．稲の生産を上げる最適水温は本来 30℃程度であり，23℃以下では収穫が低下するといわ
れています（日本鉄道建設公団，1987，156p）．トンネル排水の水温は本州では 12℃前後，北海道
では 9℃程度で，大量のトンネル排水は灌漑用水に大きな影響を与えます．
酸性水を初めとする有害水はトンネル排水として出現するかどうかの予想が非常に難しいです．
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pH が 3 を下回ると砒素などの有害元素が含まれることが多くなります．
踏査時に沢水や湧水の水温，pH，電気伝導度の測定を行うことにより，ある程度，酸性水発生の
予想がつきます．特に，湧水の pH は重要な指標になります．一般に，pH3 以下の水は非常にきれい
で異様に澄んでいます．pH3 以上となると酸化状態の鉄イオン（Fe3+）が水酸化鉄となって沈殿し赤
褐色になりますが，
pH4~5 以上となるとアルミニウムイオンが白色の水酸化アルミニウムとなって，
しばしば珪酸と一緒に沈殿するので褐白色となります．pH6 以上では普通の状態となります．また，
pH4 付近の水は，
少量の中性の水で中和されることにより pH が急激に上昇します（半谷・小倉，
1995，
191p）
．
有害元素を含んだ有害水の排出は周辺環境への影響が非常に大きいです．基本的には坑口で排水
を半永久的に中和処理せざるを得なくなります．ルート変更を含めて検討する必要が出てきます．

常識的なトンネル湧水量
トンネル湧水量は，基本的にはトンネル延長に比例します．全ての岩質について統計を取ると，一
般のトンネルでは 100 l/min/km 程度，大湧水トンネルでは，4,000 l/min/km とされています．一方，
73%のトンネルが比湧水量 500 l/min/km です（（社）日本トンネル技術協会，1983，121p）
．以上の
ようなことから判断すると，トンネル湧水量はほとんど 1,000 l/min/km 以下と考えてよいと言えま
す．
簡便なトンネル湧水予測方法として次のようなものがあります（関口の方法）
．
1）トンネルの集水面積を求めます．
集水面積をどのようにとるかは難しいところがありますが，地形・地質条件を加味して決めます．
2）その地域の平均年降水量求めます．
最近は，10 年程度の降水量のデータは容易に入手できます．
3）トンネル集水域の年降水貯留量を出します．
集水面積に平均年降水量を乗じて，年降水量がどの程度トンネル集水地域に蓄えられるか求めま
す．この年降水貯留量に 0.3 を掛けます．0.3 の意味は，降水のうち蒸発散する量が 1/3，河川などに
流出する量が 1/3，地下に浸透する量が 1/3 と考えることによります（半谷・小倉，1995，20p）
．
4）年降水貯留量×0.3 =トンネル湧水量となります．単位を，l/min などに変換します．
トンネルの集水面積については，水文地質構造を考慮して範囲を決めることになります．遠方の水
を引くと考えられる断層などがある場合は集水面積を広く設定するなどの工夫が必要です.

図 11.10 集水範囲からトンネル恒常湯水
量を求めた例
集水面積：約 325,000m2（図の斜線部）
平均年間降水量：約 1,700mm
年間集水量：552,500m3/365/24/60
=1.05m3/min/3=350 l/min
トンネル背面の集水範囲と年間降水量の
平均値からトンネル湧水量を求めた例です．
トンネル延長は約 1km で貫通時湧水量は
約 1.5m3/min，貫通後 2 年経過した時点の
湧水量は融雪時に 800 l/min，通常時は約
500 l/min でした．想定した集水範囲以外か
らの地下水流入があると考えられます．
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推定湧水量の利用のされ方
工事中の排水計画には推定湧水量が不可欠です．最も重要なのは排水の濁水処理プラントの規模を
決定することです．逆勾配で施工する場合には排水ポンプが必要となりその容量を決定するためにも
湧水量の推定は重要です．
距離の長いトンネルでは両坑口から掘削することになりますが，大量湧水が予想される場合は順勾
配区間をなるべく長くするのが工事の施工のしやすさ，安全性の上から得策です．この工区割りを決
める根拠の一つに湧水量が効いてくる場合があります．
トンネル排水処理はセンタードレーンで行いますが，その規模の決定にも推定湧水量が使われます．
トンネル勾配にもよりますが，
一般にはφ300mm の管で 500 l/min 程度の排水処理は十分可能です．
大量のトンネル湧水が予想される場合には，周辺の渇水発生が予想されます．渇水対策の事前検討
のためにも推定湧水量が使われることがあります．対策としては，代替え水源の確保，場合によって
は遮水トンネルの検討が必要となります（例えば，国道 237 号北の峰トンネルの一部）
．トンネル排
水を灌漑用水として利用したり，養魚，公園，工業用水などに利用したりしている例があります．
工事中最も問題となるのは突発湧水です．一応の予測式はありますが突発湧水の発生位置，湧水量
の推定は困難なことが多いです．ただ，突発湧水はトンネル完成後には減少し恒常湧水量に近づくの
で，施工中の安全性に注意すればよいことになります．
トンネルでは 3～5kgf/cm2（水頭にして約 30～50m）の被圧水は珍しくありません．しかし，湧水
量そのものが多くなければ被圧水自体は施工中に問題となることは少ないようです．ただし，調査で
は帯水層が複数あることが珍しくないので，掘進中の地下水位の変動を解析すること，必要な箇所で
JFT を実施することが必要です．

トンネル湧水量の予測方法
トンネル湧水予測は，湧水位置，集中湧水・恒常湧水の量，湧水による切羽の自立性，水圧，水質
などについて予測する必要があります．
周辺の利水への影響は，影響の出る範囲，利水の減少量，水質の変化，水温低下などについて予測
します．
トンネル湧水量についての予測方法としては，次のような方法があります．詳しくは，参考文献を
見て下さい．
統計的手法：出来る限り多くの類似トンネルの湧水量を整理，分析し当該トンネルの湧水量を統計
的に予測する方法です．
水理公式による方法や高橋の方法と呼ばれる方法：水理公式による方法は，施工中の集中湧水量，竣
工後の恒常湧水量を水理公式から求める方法です．
高橋の方法は，水文学的・水理学的・地質学的方法によりトンネルの集水範囲を求め，河川の渇水
比流量（地下水の量と考える）から恒常湧水量を予測する方法です．
水収支シミュレーションによる方法：トンネル周辺の水文地質をモデル化し地下水の運動を工事計
画にもとづきシミュレートするものです．シミュレーション結果の精度は，もとになっている水文学
的，地質学的調査・計測の精度に依存していることを常に念頭に置く必要があります．
表 11.2 岩種別湧水量一覧
（(社)日本トンネル技術協会，1983，p118）
火山岩，火山砕屑岩
深成岩
火山泥流堆積物
中・古生層
泥岩，砂岩
砂
礫
変 成 岩

坑口最大湧水量の平均（m3/min）

貫通時比湧水量（m3/min/km）

9.0
4.1
3.0
2.0
1.1
0.6
0.1

1.7
1.5
1.3
3.2
1.0
1.4
0.01
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トンネル工事を規制する主な法規
トンネル工事は，大型機械を使うこと，掘削に発破を使うために振動・騒音が発生すること，掘削
したズリを流用するか土捨て場に運搬しなければならないことなど周囲の環境に与える影響を考慮
する必要があります．
トンネル工事に関連する主な法規を示しました（表 11.3 参照）
．
表 11.3 トンネル工事を規制する主な法規（土木学会，2006，3p）

177

このほかに，平成 15（2003）年 2 月に施工された「土壌汚染対策法」があり，トンネル掘削ズリ
や切土発生材が基準値以上の有害金属を含んでいる場合は，この法律に従って処理することになって
います．
「土壌汚染対策法」は，平成 23（2011）年に改正され，面積 3,000m2を超える掘削などを行
う場合は，自然由来の重金属類も法の対象となりました．
なお，建設発生土のリサイクルと有害金属については，
「14 環境調査」で詳しく触れます．
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11.3 施工中の調査
事前調査にもとづいてトンネル設計が行われますが，トンネルは地中の線状構造物であるため調査
範囲が広く設計をきっちりと確定できるような精度での地盤工学的情報が得られないという特殊性
があります．また，基本的に不均質な地山に荷重の一部を受け持たせる（アーチ効果）という考えで
あるため，不確定要素がどうしてもつきまといます．そのために施工中の切羽観測，坑内外の変位計
測によって支保構造が妥当かどうかの判断を行い，長期的に安定したトンネルを構築するために施工
中の調査は欠かせないものとなっています．
一般的には，切羽観察による岩盤評価と内空変位計測による変位量で管理しています．

図 11.11 施工中のトンネルと貫通したトンネル

左：施工中のトンネル：手前は下半の掘削が終わった区間で天端までの高さは約 8m です．橋のような斜
路は下半から上半に上がるためのもので，切羽からのズリ運搬のダンプが通ります．切羽に往復する
人は，右側の手すりのついた通路を通ります．トンネル工事で最も危険なのは新しい切羽が現れた時
ですが，その後の掘削ズリ出しでトンネル内をダンプが往復する時は部外者にとっては一番注意が必
要です．
右：貫通したばかりのトンネル：まだ，ズリが完全に片付けられていません．

図 11.12 トンネル施工中調査の流れ
（NEXCO，2009，42p）
基本的には切羽観察で支保パターンが
妥当かどうかの判断を行います．その場
合に，その切羽に最も近い測線の内空変
位量は重要な要素となります．一般に，
掘削幅が 10m 程度のトンネルでは内空
変位量が 30mm 以上（ひずみが 0.3%以
上）になると塑性変形が始まるとされて
います．
切羽状況から判断した地山等級とそれ
までに施工されてきた支保構造が合致
していない場合は，協議によって支保構
造を変更します．
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切羽観察と切羽評価
切羽観察は施工中調査の基本です．NEXCO（東日本・中日本・西日本高速道路株式会社．旧日本道路
公団）のトンネル工事で蓄積された切羽観察表と切羽評価点で行うのが一般的です．
道路トンネルでは施工中のトンネル切羽（トンネル掘削の前面）観察を行い，現在施工している支
保パターンが妥当かどうかを判断しています．この場合，トンネル壁面がどの程度押し出してきてい
るかの内空変位量も参考とします．
切羽評価の手順は以下のとおりです．
(1) 切羽観察を行い，スケッチをします．同時に，切羽観察データシートに評点を記入します．この
作業は，発破をかけ，ズリを運び出したあとに新鮮な切羽面が出た段階で行います．支保工である
H 鋼を建込みコンクリート吹付け（一次覆工）を行うまでの短時間（10 分程度）に行います．
(2) 図 11.13 に示した切羽観察データシートにもとづいて何人かで評価を行います． この表の評価区
分では右側の区分番号を入れます．
(3) この区分番号に対応した評価区分点数があります．これは，これまでの切羽観察と施工実績を突
き合わせ最も妥当な点数になるように重みを付けたものです．この時，天端部分の評価点は 2 倍し
てさらに重みを付けます．
(4) こうして出された点数と支保パターンの実績を照らし合わせて支保の妥当性を判定します．

図 11.13 切羽スケッチと切羽写真の例
上：切羽スケッチ
中央付近，右上から左下に太い破線で示
したのは，岩盤と土砂の境界です．岩盤は
流紋岩ですが風化が強く褐色化し軟質とな
っています．写真だけではその境界は，は
っきりしません．
亀裂は切羽に平行に近いものが多く，正
面から見ているとあまり亀裂がないように
見えます．いろいろな方向から見ることが
肝心です．土砂は半固結の砂礫で古い河川
堆積物（段丘礫層）です．

下：切羽写真
右上から左下に引いた赤い線が強風化流
紋岩と段丘礫層の境界です．
段丘礫層は円礫と細粒砂あるいはシルト
の互層からなり，黄色の線で示したように
層理面が認められます．
岩盤と土砂の境あるいは天端付近で小崩
落が発生しています．
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図 11.14 切羽観察データシートの記入例（旧日本道路公団，1997）
1）切羽を３分割して観察項目 A〜E までの観察項目について評価区分を記入します．
2）それぞれの評価区分に対応した切羽評価点を一番右の欄に記入します．湧水調整点はマイナスが付き
ます．
3）天端，左肩，右肩のそれぞれに合計点数を出します．
4）総合評価点=｛（左肩評価点）＋天端評価点×2＋右肩評価点）÷4｝で総合評価点を出します．天端
の評価点を 2 倍にして重みを付けています．
5）図 11.4 の「支保選定の実績と目安」を参考に，協議よって支保パターンを決定します．
注 1）観察項目ごとの評価区分は変更がありませんが，この評価区分に対応した切羽評価点は施工実績
を集めて修正しています．最新版は，2013 年 7 月版の「トンネル施工管理要領＜参考資料−１＞」に載っ
ています．
注 2）この観察項目は基本的に岩盤評価の RMR 法の要素を応用しています．
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図 11.15 切羽評価点と支保パターン（旧道路公団）

切羽評価点は，施工実績をもとに改訂されています．NEXCO の「トンネル施工管理要領」
（平成 28 年
8 月）で最新の評価点を確認して下さい．

切羽評価点の個人差
切羽評価を行うと，どうしても観察者の着目点や立場が微妙に反映されます．図 11.15 で言えば，左２
人は発注担当者であり点数は高くなる傾向にあります．つまり，出来るだけ軽い支保で施工し，工費を少
なくしたいという立場です．
これに対して，右２人はトンネルを施工しているゼネコンの所長と担当者で，なるべく安全に施工した
いので慎重になり点数は低くなります．真ん中の２人はコンサルタントとして中立の立場ですが，左から
４人目の評価が最も妥当です．この表でマイナスとなっているのは水による劣化の評価が大きく効いてい
ます．
この切羽では，７人の平均評価点が 7.4 で，協議の結果 DI-b パターンで施工することになりました．締
まっているとは言え，天端付近に未固結の土砂が出現し岩盤との境界から地下水が浸み出していたり，小
崩壊が発生していたりするなど切羽の安定性に不安があります．
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図 11.16 トンネル切羽評価点の個人差

トンネル計測
NATM 工法が日本のトンネルの標準工法となって，
トンネル掘削中の計測も一般的になりました．
施工中に一般的に行われる計測（表 11.3 のＡ計測）は，切羽観察，内空変位測定，天端沈下測定で，
坑口付近などの土被りが小さい区間（２D 以下≒20m の区間）では地表沈下測定が加わります．
トンネル施工中調査として，北海道では切羽からの水平ボーリング（原則として掘進長 100m）を
行うのが一般的です．施工サイクルの中に組み込んで，短時間で行うので時間との勝負になります．
これによって切羽前方の地質状況を把握し，早めに支保工の段取りを取れるほか，必要に応じて地山
の物性値を得ることができます．
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表 11.4 施工中の調査項目
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内空変位測定
内空変位測定は，NATM 工法が採用された初期の頃は，鋼製巻き尺にダイアルゲージのついたテ
ープ（コンバージェンスメジャー：内空変位計）で測定ピンの間隔を測定していました．現在は，光
波測量により三次元的に変位を求めています．データとしてはトンネル横断方向の変位で整理されま
す．
内空変位測線は上半の三角形測線と下半の水平測線の４測線が一般的です．光波測量のターゲット
はシール状のものをＬ型金具で吹付けコンクリートに設置します．トンネルにかかる荷重は，普通は
トンネルの周りから中心に向かっているのでトンネル横断方向の変位量を測定しています．

図 11.17 内空変位測定測線と天端沈下
（道路トンネル観察・計測指針，1993）
内空変位量は，左右および天端の二つの測点の合
成変位量であるのに対し天端沈下量はトンネル頂
部の変位量です．つまり，上半水平測線では，左の
図の b 点の押出し量と c 点の押出し量の合計が内空
変位量となります．トンネル幅が 10m の場合，水
平測線の内空変位量が 30mm ということは歪みと
しては 0.3%です．a−b 間と a−c 間の変位量を比較
することでトンネルが偏った土圧（偏圧）を受けて
いるかどうかの判定ができます．

天端沈下測定
一般には土被り２D 以下の区間で実施しますが，地質，地下水，偏圧などの条件を考慮して地表に
変動が発生する可能性がある場合は随時測定を行います．

図 11.18 内空変位量の経時変化図の例
この例では上半水平変位量が 200mm 近くなっていて，かなり大きな変位が発生しています．一般に，
内空変位量が 30mm を越えると塑性地圧が作用していると判断します．
この図には切羽進行が階段グラフで表示してあります．上半の内空変位量は上半切羽通過後一度収束し，
下半切羽通過時に再度急激に増加しています．その後，変位量はほぼ一定を保っていて「後荷」は発生し
ていません．
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地表沈下測定

図 11.19 地表沈下測定を実施する範囲と測点間隔
トンネル坑口はトンネル周辺にアーチが形成されにくく，トンネルで最も弱い部分です．一般的には，
地山状況によって土被り２D 以下の区間を坑口部とし，インバートを設置し覆工には鉄筋を入れる構造と
します．このようなことから地表沈下測定も土被り２D 以下の区間で実施しています．

図 11.20 地表沈下量測定の例
内空変位などの測定は，切羽通過後から行うのに対して，地表沈下測定はトンネル掘削前から
できます．下半通過時の変位量は内空変位ほど大きくないのが一般的です．
このグラフでは切羽が到達する 20 日前から地表沈下が始まっていることが分かります．このよ
うな切羽到達前の変位を先行変位と呼んでいて，理論的にはトンネル掘削による全変位量の 30%
程度となります．実際の内空変位測定では，掘削後支保工建て込みなどの作業があり，測定開始
が遅くなるので測定開始時には 40～50%変位が進行していると言われています．
このトンネルでは掘削開始直後に地表にクラックが発生し，掘削を一時中止して対策工を行い
ましたが，その間にも沈下はゆっくりと進行しています．
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図 11.21 トンネル坑口
上部の地表面沈下等変位
量線図の例
トンネル天端沈下量が
最大 350mm で，地表面沈
下量が 300mm を越えて
います．トンネル周辺地山
のアーチ効果が働かず，ほ
とんど地表から変位が発
生していることが分かり
ます．水平変位量もほぼ同
じくらいで，トンネル掘削
によって小規模な地すべ
りが発生したと考えられ
ます．

図 11.22 変状が発生したトンネルの坑口

上左：図 11.20 の右側の坑口の様子．トンネルを短くするために切土して法枠アンカーを施工しました
が，トンネル掘削により地山が変状しました．向かって右側の沢は明瞭な地すべり地形です．
上右：図 11.20 の左側の坑口の様子．こちら側はトンネルが抜ける側なので，まだ坑口付けをした状態
で，トンネルが抜けてくるのを待っています．右側斜面は，すべりが発生し掘削を途中で止めてい
ます．
下左：トンネル上部の沢の状態．明瞭な地すべり地形です．
下右：トンネル上部の水道の中継槽．変状が及ぶと判断されたので，工事を中止して移設しました．
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図 11.23 完成したトンネル
上左：東側坑口の状態．右側の沢も埋めてかなり安定した状態となりました．右側ののり面は法枠工を
施工しました．
上右：西側の坑口．トンネル前面に盛土をして斜面を安定させています．
下左：上から見た東側坑口．
下右：西側坑口．どちらの坑口も竹割式坑門で雪の吹き込みが少なくなるよう工夫しています．

地中変位測定とロックボルト軸力測定
地中変位測定はトンネル周辺のゆるみ等の地山挙動を把握し，一次支保（鋼製支保工＋吹付けコン
クリート＋ロックボルト）の適否と地山の歪み状況を判断する資料とすることを目的に実施します．
地中変位計はジャンボドリルなどで削孔し加圧式のアンカーで変位鋼線を孔壁に固定して壁面との
変位を見るものです．一番奥に設置したアンカーを不動点としてそれぞれの深度の変位を計測します．
ロックボルト軸力測定は打設したロックボルトの長さが妥当で十分に効果を発揮しているかどう
かの判断に用います．トンネルに大きな荷重がかかると，まず吹付けコンクリートにクラックが発生
し，次にロックボルトの座金（四角い鋼製のプレート）が曲がり，さらに大きな力が働くと座金が飛
んでしまいます．ロックボルトのどの位置に最も歪み（軸力）がかかっているかを測定します．測定
は，ロックボルトに歪みゲージを貼り付けて打設して歪みから軸力（ロックボルト方向の応力）を測
定します．
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図 11.24 内空変位測定とロックボルト軸力測定

上左：地中変位計の配置図．地山状況を考慮して変位計の長さを決めます．普通は 6,8,10m のどれか
です．一番深いアンカー点を不動点とします．
上右：地中変位の経時変化図．このようなグラフが１断面に５枚出来ます．
中左：地中変位計の断面分布図．一番深いアンカーは動かないと仮定しています．下半の二つの測線
は問題ないですが，上半の左側は一番奥が不動点かどうか保証はありません．内空変位（壁面の
押出し）と突き合わせて検討する必要があります．
中右：地中変位計の構造．砲金で出来た加圧式アンカーは雑誌を丸めたような状態になっています．
これを水で加圧して丸まり方をゆるめて孔壁に固定します．測定ワイヤーはアンカーに固定され
ておりワイヤーの頭とトンネル孔壁に設置した固定フランジの変位を電気的に測定します．
下左：ロックボルト軸力分布図．天端に打設したロックボルトは 2.5ｍ付近で軸力最大になっていて，
機能を発揮していると判断できます．
下右：ロックボルト軸力分布図．経日変化が分かります．

なお，内空変位などの測定器については，いろいろなウェブサイトに載っています．例えば，下のウ
ェブサイトが参考になります．
（http://www.elmes.co.jp/product/natm01.html）

２車線トンネルの標準支保パターン
トンネル地山分類の目的は，最も妥当な支保パターンを事前設定し，工事が迅速に進むようにする
ことです．ここで，通常の 2 車線トンネル（掘削幅約 10m）の標準支保パターンを挙げておきます．
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表 11.5 標準的な支保構造の組み合わせの目安（日本道路協会，2007,126p）
（通常断面トンネル 内空幅 8.5m～12.5m 程度）
地山
等級

標準
1掘
進長
(m)

B

B

2.0

3.0

1.5

CI

CI

1.5

3.0

1.2

CII
DI
DII

E

CII-a
CII-b
DI-a
DI-b
DII

E

＊

鋼アーチ支保工

覆工厚(cm)
吹付
け厚
(cm)

アー
チ・
側壁

イン
バー
ト

変形
余裕
量
(cm)

施工
範囲

上半部
種類

下半部
種類

建込み
間隔
(m)

2.0

上半
120°

-

-

-

5

30

0

0

1.5

1.5

上半

-

-

-

10

30

(40)

0

3.0

1.5

1.2

-

1.2

30

(40)

0

3.0
4.0

H-125

10

1.0
1.0

1.2

1.0

上・下
半
上・下
半

H-125

H-125

1.0

15

30

45

0

1.0
以下

4.0

1.2

1.0
以下

上・下
半

H-150

H-150

1.0 以下

20

30

50

10

0.9

上・下
半

0.9

長さ
(m)

上半
4.0
下半
6.0

0.9

H-200

H-150

0.9

25

30

30

上半
20
下半
10

注 1）支保パターンの a，b の区分：地山等級が CⅡ，DⅠの場合は b を基本とし，トンネル掘削に伴う変
位が小さく，切羽が安定し，かつ，湧水がないか，あるいはあっても少なく供用時に問題とならない
と予想される場合は，a の適用を検討することになっています．
注 2）インバートについて：第三紀層泥岩，凝灰岩，蛇紋岩などの粘性土岩や風化結晶片岩，温泉余土な
どの場合は，CI，CII 支保パターンでも，
（ ）の厚さを有するインバートを設置します．
注 3）掘削工法は，「補助ベンチ付き全断面工法または上部判断面工法」が，最新の記述です．
注 4）E パターン：北海道開発局独自のものです．支保パターンの参考にはなります．なお，日本道路協
会では「地山条件に合わせて，それぞれ検討する」となっています．

NEXCO の標準支保パターンはやや異なっていて，経済性重視となっています．
1）CI および CII では，a が標準パターンです．したがって，CⅡパターンでは基本的に，上半の鋼
アーチ支保工を省略することになっています．
2）DⅠパターンのロックボルトは 3m が標準となっています．これは，施工実績をもとに修正され
たものと考えられます．
3）2012（平成 24）年 7 月の改訂で，ロックボルトの耐力が指定されたほか，鋼アーチ支保工は従
来鋼（NH)から高規格鋼（HH）に変更になりました．これによって，ロックボルトの周方向の
施工間隔が，1.8〜2.0m と長くなり，鋼アーチ支保工のサイズが小さくなりました．
4）地山等級 A については，岩盤，湧水の状況などを考慮してトンネルごとに設計することとして
います．
5）地山等級 E は，それぞれのトンネルで数値解析や類似地山の施工状況などを参考にして，トン
ネルごとに検討することとしています．
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掘
削
工
法
または上部判断面工法
補助ベンチ付き全断面工法

ロックボルト
施工間隔
周 方 延長
向
方向
(m)
(m)

支保
パタ
ーン

-

表 11.6 ２車線トンネルの標準支保パターン（NEXCO，2012）

支保パ
ターン

B

B-a(H)

CI

CI-a(H)
CII-a(H)

CII

CII-b(H)

標準
1掘
進長
(m)

ロックボルト

鋼アーチ支保
工

覆工厚
(cm)

＊

施工間隔(m)
周 方 延 長
向
方向

変形
余裕
量
(cm)

施工
範囲

厚さ
(cm)

上半
サイ
ズ

下半
サイ
ズ

アー
チ・
側壁

イン
バー
ト

5

-

-

30

0

0

1.5

上半
120°
上半

7

(40)

0

1.2

上・下
半

7

-

30

1.8

HH
100
HH
100

30

(40)

0

HH
100

30

45

0

HH
108

HH
108

30

50

10

長さ
(m)

耐力
(kN)

2.0

3.0

170

2.0

2.0

1.5

3.0

170

2.0

1.2

3.0

170

DI

DI-a(H)
DI-b(H)

1.0

3.0
4.0

290

1.8

1.0

上・下
半

10

DII

DII-a(H)

1.0

4.0

290

1.8

1.0

上・下
半

15

-

掘削
工法

または上半工法
補助ベンチ付き全断面工法

地
山
等
級

吹付け
コンク
リート

注１）a：基本的にすべての岩種に適用する標準支保パターン．
b：当初設計において，粘板岩，黒色頁岩，泥岩，頁岩，凝灰岩などのうち，トンネル掘削に伴う変位が大き
くなると予想される場合のみに適用する．
注２）インバートの（ ）は，泥岩，凝灰岩，蛇紋岩などの粘性土岩や風化結晶片岩，温泉余土など劣化が予測され
る地山に適用する．
注 3）＊：吹付けコンクリートの強度は，36N/mm2 です．
注 4）HH は高規格鋼です．
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＝コラム＝
山陰近畿自動車道「野田川大宮道路 第 14 トンネル」の崩落事故
京丹後市大宮三重で建設中の第 14 トンネルの切羽近くで崩落が発生し，昼方作業班の方 1 人
が崩れた土砂に埋まって怪我をして病院に搬送されましたが，死亡が確認されました。崩落が起
こったのは，2013 年 4 月 13 日正午過ぎのことです。
ご冥福をお祈りします。
事故は，発破・ズリ出し作業が終わり，切羽周辺の点検をしている時に発生したようです。崩
落の規模は，「左奥の側面が縦 7ｍ，横 7ｍ，奥行き 3ｍ」とされています（京都新聞ウェブサイ
トによる）。
その後，2013年6月7日に「鳥取豊岡宮津自動車道 野田川大宮道路 第14 トンネル崩落事故に
関する原因究明と再発防止策」 が発表されました。
（京都府道路公社ウェブサイト：http://www.kyo-doko.jp/wtncnt/20130607140816431.html）
それによると，崩落の高さはスプリングライン上方約5ｍ，トンネル延長方向約5ｍ，最大奥行
き約4ｍで崩壊土量は約50m3の規模でした。
以下，トンネルの施行状況などは，上記報告書にもとづいています。
このトンネルの延長は約1,964mで，最大土被りは約260ｍです。北側の京丹後市三重地区から
南の与謝野町石田に向かって逆勾配で掘削していました。崩落したのは坑口から約615ｍの地点
です。この付近の土被りは100ｍ程度と推定されます。おおよその緯度・経度は北緯35度33分30
秒，東経135度07分23秒です。
トンネルを構成する地質は，古第三紀前期の宮津花崗岩類粗粒黒雲母花崗岩が大部分を占め，
崩落地点もこの花崗岩でした。南坑口付近に閃緑岩が出現するようです。トンネルが通過する山
体は，北東ｰ南西方向に延びていて，トンネルはこの山体の尾根にほぼ直交しています。この尾根
は明らかな非対称尾根で，南東側は急峻であるのに対して，崩落の発生した北西側斜面は比較的
緩い斜面となっています。何らかの理由で地山全体が劣化している可能性があります。
坑口付近はマサで重機により掘削していましたが，2013年2月19日時点では，かなり硬い岩
が切羽に出現してきて CII〜CI と判定しています（下記ウェブサイト参照）。
（http://www.kyo-doko.jp/kensetsun/20130227124154066.html）
実際の施工は CII-b で行っていて，上半に鋼製支保工を設置して慎重に進めていました。
事故後の調査で崩落原因が分かりました。
崩落した個所の坑壁奥に貫入した ひん岩が幅 3ｍほどでクサビ状に分布していました。このひ
ん岩は破砕質で周辺の花崗岩に変質を与えていました。膨潤性粘土鉱物のスメクタイトは部分的
に含まれている程度で，崩落の直接の原因とはなっていません。
切羽観察では予測は非常に困難であったと考えられます。また，急激に崩壊しているので，変
位計測を行っていても予測は難しかったと考えられます。
工事再開にあたっては，切羽から「トンネルナビ」による前方確認を行うことにしました。
マサや火砕流，未固結から半固結の砂岩類というのは，突発的に崩壊するので注意が必要です。
風化した花崗岩類では，よくクサビ破壊を起こしますが，これを予想することは大変難しいです。
崩壊したあと，崩壊面と同じ走向・傾斜の節理を探そうと思っても見つからないことがあります。
なお，京都府道路公社ウェブサイトの「みちづくりかわら版 第 77 号」以降に第 14 トンネ
ルの進捗状況が載っています。
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切羽前方探査
切羽前方の地山状況を施工中に把握することは，トンネルの掘進速度を速める上で重要です．
(1) 北海道の場合は，原則として施工中に切羽から水平ボーリングを行うことになっています．これ
が最も情報としては確実で，地質状況だけでなく地下水状況も把握することができます．トンネル
を施工する現場の人は，このボーリングコアを見ればどのような支保構造が最も適しているか判断
することが出来ます．また，湧水の多いトンネルでは切羽前方の水が抜けるので水抜きボーリング
の役目も果たします．
ＮＡＴＭ工法になってからトンネルの事前調査は坑口だけ行い，明らかに問題が大きくトンネル
ルートの変更を考えなければならないような地山状況が予想されない限り，トンネル中間部での深
いボーリングは行わなくなりました．つまり，切羽を見ながら掘削するというのが現在のトンネル
工法の基本です．

図 11.25 トンネル内でのボーリングとそのコア
左：このボーリングは切羽前方の水を抜くためのもので，コアは採取せず砂状のスライムを採取して
地質状況況を判断しました．切羽前方に被圧水があるため，鋼管から水が勢いよく噴き出しています．
一般に水抜きボーリングでは，スライムを採取して前方地質の把握に努めますが，変質帯などの軟
質な地質ではボーリング排水を採取しておくと粘土鉱物の判定などに使えます．
右：このボーリングは，径 86mm で掘削しているのでコア採取率が比較的良いです．灰色の部分は砂
岩のブロックで黒色の部分が粘土化した粘板岩です．支保パターンは DII より剛なの E を採用してい
ます．

(2) 切羽前方を弾性波探査で探る方法が試みられています．原理は地震動を発生させてその帰って
くる波（反射波）の速度から地質状況を把握するものです．
トンネル内に受振器を設置しジャンボドリルやトンネルボーリングマシン（TBM）で発生す
る振動を捉えて前方の地質を推定します．探査方法は，反射法地震探査です．
解析方法にトモグラフィー的手法を応用して三次元的に探査する方法などいろいろな手法が
あり，実用化されています．
（例えば，http://www.hazama.co.jp/jp/newtech/tech/tsp.html
http://www.kajima.co.jp/news/press/200102/14c1fo-j.htm
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/netis_skip/h23pdf/08.pdf など）
（3）ノンコアボーリングを切羽で行って，その掘進速度などから切羽前方の地山評価を行う方法も
開発されています．調査ボーリングでは，古くから掘進速度，給圧，トルク，送水量などのデータか
ら岩盤の状態を推測する試みが行われてきました．これを発展させ理論的裏付けを行って切羽前方地
質の地山分類まで行う方法が実用化されています．前述した「トンネルナビ」は，その中で最も進歩
した方法でしょう．前述の「第 14 トンネル」では，事故後切羽から両側壁に 30ｍのノンコアボーリ
ングを行って，切羽前方の地山状況の確認を行っています．5 ないし 10ｍをだぶらせています．
（http://www.obayashi.co.jp/service_and_technology/related/tech_d019 参照）
施行中調査で大事なことは，その現場で使用している機械や道具で調査ができることです．そうす
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れば，段取り替えを行わず迅速に調査ができ，施工サイクルの中に調査を組み込むことができます．

トンネルの施工状況
トンネルの施工状況を写真で示します．

図 11.26 トンネルの施工状況
上左：ほぼ完成した坑口．トンネル坑口の突出した部分を明り巻き（あかりまき）と言います．内側の白い部分
が覆工コンクリートで，坑口部では鉄筋が入っています．
上右：覆工コンクリートを打設するセントル（型枠）．レールの上を移動します．延長方向の長さは，標準では
10.5m ですが，曲線部では短いセントルが必要になります．
中左：インバート打設状況．ここでは地山が悪かったため，掘削後すぐに鋼製支保工のストラット（支え棒）と
吹付けコンクリートを施工して仮閉合しています．その上にインバートを打設しました．
中右：覆工コンクリートの背面．やや濃い灰色に見えるのが掘削後すぐに吹き付けたコンクリートで，その表面
に透水性の布（防水シート）を敷いてトンネルからの水を集めます．水色のパイプのうち，縦のものは湧水の多
いところに設置して水を集める穴あきパイプで，横のものは集めた湧水を導くためのものです．防水シートの上
に，さらに遮水シートを敷くので，トンネル壁面からは水は浸み出さないようになっています．北海道のような
寒冷地では，坑口の 100m 区間ほどはトンネル背面の凍結防止のために断熱材を入れます．
左下：掘削後すぐに鋼製支保工を設置して吹付けコンクリートを施工します．この間に切羽観察を行います．
右下：古いトンネルを改築しないで切土で道路改良を行っています．豊浜トンネルの事故以来，北海道では短い
トンネルを切土にすることが多くなったようです．
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11.4 変状調査
変状トンネルの実態
1960 年代に始まった高度経済成長期に建設されたトンネルが，50 年以上の年月を経て老朽化して
います．
2012 年 12 月 2 日に発生した中央自動車道笹子トンネル上り線（東京へ向かうトンネル）の天井板
落下事故は，9 名の死者と 2 名の重軽傷者を出しました．トンネルの天端をコンクリート板で区切っ
て，そこを換気用のダクトとして使う構造でした．原因は，コンクリート板を吊していた鉄棒のアン
カーが抜け落ちたためでした．北海道では，1996 年 2 月 10 日に発生した豊浜トンネル岩盤崩壊によ
って 20 名の死者が出ました．
2014 年 6 月には，国土交通省から「道路トンネル定期点検要領」が発表されました．この定期点
検は，国交省の省令および告示にもとづいたもので，5 年に 1 回の頻度で近接目視による点検をすべ
てのトンネルで実施することになっています．
道路トンネル変状に関する調査は，1990 年（平成２年）に実施されたものがあります．かなり古
いですが，道路トンネル以外のトンネルを含めたトンネル変状の実態を表 11.6 に示しました．
表 11.7 変状トンネルの実態（ＪＴＡ保守管理委員会，1996）
供用中の
トンネル種別
変状トンネル
トンネル
道路トンネル
4,307 件
292 件(6.8%) 過去対策実施 209 件(4.9%)
ＪＲ鉄道トンネル
約 3,600 箇所
50%(約 1,000km)が戦前に建設
公営地下鉄トンネル
483km 最古は 73 年前（開削・シールド）
下水道トンネル
226,000km 4,360km(約 2%)が 50 年以上経過
発電用水路トンネル
6,200km 3,000km が昭和初期以前に建設

800km 約 5%で鉄筋の腐食 20 年以上経過の約 10%

通信用トンネル

道路トンネルでは 1990 年以後のトンネル延長の延びは著しく，1995 年 4 月現在で約 7,500 箇所，
延長約 2,200km，2009 年時点で約 9,400 箇所，延長約 3,700km となっています．1980 年代以降は
NATM 工法が本格的に導入されたために建設されたトンネル数に比べて変状発生トンネルの割合は
小さくなっていますが，それでも 4%のトンネルで変状が発生しています（図 11.26 参照，(社)日本道
路協会,1993）
．この状況は大きくは変わっていないと思われます．
以下に道路トンネル変状の特徴をまとめます（日本道路協会，1993，p13-18）
．
表 11.8 道路トンネル変状の特徴（ＪＴＡ保守管理委員会，1996）
変状現象

変状の多いトンネルの建設
年代
変状発生までの供用年数
変状発生箇所の土被り
変状発生箇所の岩種

変状発生原因
変状対策工

漏水：60%
変状のあるトンネル：全トンネルの 24
変状現象：クラック発生，施工継ぎ目の開き，剥離，石灰等の析出が多く，
路面の変状，押し出し，側溝の変状は少ない．
1961～1970①
1971～1980②
10 年以内；約 30%
30 年以内；約 90%
40m 以下の箇所で多い傾向にある
第三紀層が約 40%
火山岩，中生層が 11～13%
変成岩，深成岩，古生が 7～9%
脈岩，洪積層は 5%以下
漏水または凍害，老朽，偏土圧，覆工背面の空洞，膨張性地圧，異常水圧・出水，
地すべり，支持力不足など
吹付けコンクリート，ロックボルト，裏込め注入，繊維補強吹付け，内巻きコン
クリート
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図 11.27 トンネル変状の実態（道路トンネル維持管理便覧，1993）
左上：供用年代別変状発生割合；戦争前と戦後の高度成長期のトンネルに変状の発生が多い．
右上：変状発生までの年数；30 年健全であれば大丈夫とも言える．
左下：変状発生箇所の代表岩種；第三紀層というのは泥岩や凝灰岩で，膨潤しやすい地山である．
右下：路管理者が推定する変状原因；漏水を防止すればトンネルの寿命は延びると考えられる．特に，
NATM 工法が採用される以前のトンネルでは，打継目からの漏水が変状のきっかけになりやすい．逆に，
NATM 工法で建設されたトンネルで漏水している場合は，防水シートが破れている可能性が高く，地圧
が作用していると予想される．

トンネルの破壊
トンネル変状が発展して，破壊した事例はトンネル坑口に集中しています．
(1) 最近の事例では，1996 年 2 月 10 日に発生した北海道の国道 229 号豊浜トンネル古平側（北側）
坑口の岩盤崩壊，1997 年 8 月 25 日と 28 日の国道 229 号第２白糸トンネル瀬棚側（南側）坑口の
岩盤崩壊が記憶に新しいものです．これらの災害ではトンネル坑口が外力により一気に破壊された
のが特徴です．豊浜トンネルでは，崩落直前に土砂が天端から落ちてきているのを見て，通行者が
警察に連絡しています．
また，ＪＲ室蘭本線礼文浜トンネルのコンクリート塊落下事故では，覆工コンクリートに押し抜
きせん断を示す放射状のクラックが発生していました．
(2) 1990 年 2 月 4 日に千葉県の国道１２７号小山野トンネルで発生した崩落事故は，土被り約 23ｍ
（坑口から 38ｍの地点）の所で，トンネル天端が高さ約 4.0m，幅約 5.5m，トンネル方向に約 6.6m
（土砂量約 200m3）にわたって崩落したものです．このトンネルでは，前日もパトロールをしてい
ましたが崩落の予兆は見られませんでした．幸い人身事故はなかったのですが，旧建設省では全国
約 6,000 の道路トンネルの緊急点検を実施しました．その結果，約 10％のトンネルで軸方向に 5m
以上のクラックがあることが判明しました．
この崩壊も一つの契機となって，道路トンネルについては 1993 年に「道路トンネル維持管理便
覧」
（以下「便覧」と呼ぶ）が発行され，トンネル維持管理の手法が確立されました．現在は，2010
年 1 月に初版第 5 刷が発行されています．
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図 11.28 豊浜トンネルの坑口崩壊
（北海道地区自然災害科学資料セン
ター，1996）
右下に灰色に見える部分がトンネル
坑口の海側擁壁である．
A 岩塊は，高さ 47.5m，幅 23.0m，
奥行き 12.5m でトンネルの高さ分だ
け落下している．
B 岩塊は，高さ 19m で 26m 落下し
ている．
C 岩塊および D 岩塊には雪がかなり
付いていることから，最初にこの岩
塊が落下した可能性がある．

変状対策マニュアル
鉄道トンネルについては，
（財）鉄道総合技術研究所から一連のマニュアルが発行されています（(財)
鉄道総合技術研究所，1995，1998，2007）
．
発電用水路トンネルの検査は，狭隘かつ長距離（場所によっては数十 km）の水路内での作業とな
るのが特徴であり，「水路トンネル覆工および背面探査システム」，「水路トンネル内面クラック探査
システム」
，
「水路トンネル内部水垢除去装置」などの検査機械を開発して検査を短時間で高い信頼度
で行えるようになっています．
また，旧日本道路公団では，1998 年の設計要領第三集の改訂で，
「トンネル本体工保全編[変状対策]」
を制定しました．この設計要領は，各高速道路会社に引き継がれ，NEXCO 中央研究所から発行され
ています．
2001 年に(財)道路保全センターから発行された「道路トンネル点検・補修の手引き【近畿地方整備
局版】
」があります．このマニュアルでは，定期点検の体制，頻度について詳しく述べられているほ
か，点検・調査技術の高度化に重点を置いています．現在，同センターは解散しています．
以上のように，維持管理についてのマニュアル，基準が揃っています．

日本道路協会
日本道路協会
道路保全技術センター
NEXCO 中央研究所
鉄道総合技術研究所
鉄道総合技術研究所
鉄道総合技術研究所
土木学会
国土交通省

表 11.9 トンネル変状マニュアル一覧
1993
道路トンネル維持管理便覧
2002
道路震災対策便覧（震前対策編，震後対策編，震災復旧編）
2001
道路トンネル点検・補修の手引き［近畿地方整備局編］
2009
設計要領 第三集 トンネル トンネル本体工保全編
2007
トンネル補修・補強マニュアル
1998
変状トンネル対策工設計マニュアル
1995
既設トンネル近接施工対策マニュアル
2005
トンネルの維持管理
2014
道路トンネル定期点検要領
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トンネル変状調査の特徴と流れ
トンネル変状調査の流れの例を図 11.28 および図 11.29 に示しました．以下では道路トンネルの変
状調査を中心に述べます．
なお，鉄道トンネルの調査の特徴は，特に，現場での安全管理をきちんと行わなければ調査時に大
事故を起こすということです．その中でも列車の運行と高電圧の送電線に注意する必要があります．
トンネルそのものの変状現象や変状原因は道路トンネルと変わりはありません．
変状調査が，新設トンネル調査と異なる点は以下の通りです．
(1) 変状トンネル調査・対策工検討では，トンネル構造の安定，通行車両の安全，建築限界や道路線
形の確保の三つを基本とします．さらに，必要に応じて合理的かつ効率的な対策工を立案します．
また，通行規制は規模，期間を最小限にとどめるよう考慮します．
(2) 変状トンネルでは，対策工のやり直しは極力避ける必要があります．したがって，長期的に見て
手直しがないような対策工を計画します．ただし，変状対策工と日常の点検管理との兼ね合いで，
必要最小限の対策工が可能な場合は，ライフサイクルコストを検討してより経済的な対策工としま
す．この点では，変状が進行しているか否かが一つの大きな要点となります．また，変状原因が外
力によるものか，それ以外の原因かは，補強工で対応するか補修工で充分かを判断する大きなポイ
ントです．
(3) 変状調査時も勿論ですが，変状対策施工時も通行規制は最小限にとどめます．同時に調査や工事
の期間中の安全についても十分な注意が必要です．作業員の安全は当然ですが，第三者事故の発生
は絶対に起こしてはいけません．
(4) 維持管理のためには，新設時の工事記録は勿論ですが，供用後の維持管理，補修・補強等の記録
を整備しておくことが重要です，変状調査で得られたデータ（クラックの発生位置・性質・規模，
クッラク変位量，トンネル縦断の通りなど）を解釈する上でこれらの記録は非常に重要です．

図 11.29 トンネルの点検等流れ図（JTA 保守管理委員会,1998,p74）
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図 11.30 高速道路トンネル維持管理の流れ（NEXCO，2009，5p）

図 11.31 トンネル変状調査
左：専用の高所作業車でクラック点検を行っているところ．
右：レーダーによる調査．左上の紺色の作業服の人の肩の辺りにレーダー探査の発信器と受信器があ
ります．作業車をゆっくりと移動させながら連続的に空洞背面の映像を取得します．
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図 11.32 トンネル変状の例
左：高所作業車でマーキングしたクラック．クラックの長さと開口幅をクラックの横に書いています．
中：側溝の浮き上がり．トンネル側壁が沈下して側溝の道路側が持ち上げられています．典型的な天
端沈下による変状．側溝を水が流れなくなり滞水する場合もあります．
右：浮き上がった縁石．側壁の沈下により浮き上がり，右から左にクラックが入り破断しています．

図 11.33 路面の状態
左：路面に沈殿した炭酸カルシウム．この沈殿により路面のすべり抵抗が減少してスリップしやすく
なります．
右：すべり抵抗測定器．ゴムの付いたアームを時速 60km で一定の圧力で押しながら回転させて，そ
の時の抵抗を測定します．
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変状調査方法の選定
変状調査の方法は新設の場合の調査と大きくは変わりません．施工記録や事前地質調査の報告書の
収集と解析が重要なポイントとなります．
調査項目は表 11.9～表 11.12 に示しました．これらの中から現場状況と変状の規模に合わせて必要
な項目を実施します．

表 11.10 調査項目の選定表（(社)日本道路協会,1993,p78）
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表 11.11 既存資料によるトンネル周辺環境調査（NEXCO，2009，p8）
調査項目

調査内容

調査対象資料等

地形

・立地条件
・土被り
・特殊地形（偏圧，地すべり，崩壊地形等）
・局部的な地形
・植生注１（植生分布，根曲り，年輪異常など）

地質

・地質分布
・地質構造（断層破砕帯，褶曲等）
・走向，傾斜
・風化，変質
・膨脹性
・物性，力学的性質

水文

・地下水位
・地下水流路
・湖沼，沢の分布
・地下水利用状況
・水温・水質

・工事完成図（トンネル平面図，
縦断面，横断面，地質縦断図等）
・保存文書（工事竣工記録，切羽
観察記録，計測データ，
工事誌等）
・測量成果品（地形図，航空写真，
斜め写真等）
・地質調査報告書
・土質調査報告書
・水文調査報告書
・マイクロフィルム等の建設時資
料
・点検結果報告書
・補修，補強工事の設計報告書
・補修，補強工事の工事記録
・過去の変状調査報告書等の維持
管理段階の資料

備

考

・既存資料が逸散しか
つマイクロフィルム
（試験研究所保有）等
のデータベースからも
必要な情報が得られな
い場合や，近接工事や
災害による地形の改変
によって，新たに調査
を実施した方が合理的
であると認められる場
合は，別途調査を計画
する。
・変状の主となる要因
が既存資料の調査，設
計範囲外であると認め
られる場合には追加調
査を計画する。

気
・降雨（雪）量記録
・寒冷地のトンネルで
象 ・気温（坑内温度を含む）
・気温測定
は特に重視する。
条 ・降水量・・積雪量
件
土
環境
・土地利用
・都市計画図
地
・近接構造物
・土地利用図
利
・開発計画
・現地踏査
用
地 ・地震歴
・気象台等関連機関の記録
・出版物等による地震記録
震
注１）植生異常により地すべり，崩壊地等を判断できることがあり，多くは土質地質調査報告書に含まれる

表 11.12 周辺地山・環境調査の留意点（同上，p10）
調査項目

新たに計画あるいは
追加する調査内容

調査に関する留意点

・現地踏査
・追加測量
・地すべり，崩壊地の導体観
測

・既存資料と現地をよく対比し，近接工事や災害による地形の改変に留意して測量範
囲等を決定する。
・伐採等の植生の急変には注意する。
・変状の進行度と変状の範囲を把握するために，地表変位測定を実施し，必要に応じ
調査ボーリング等を追加する。

地質

・現地踏査
・ボーリング・サンプリング
・地山試料試験
・孔内試験・・物理検層・ボ
アホールカメラ

・変状原因の推定や地山劣化範囲の調査等で，トンネル坑内からの調査では調査範囲
が不足する場合や不経済となる場合は，地表面からの調査（ボーリング，地中変位）
を計画することも必要である。
・必要に応じて地山試料試験や孔内試験等を追加する。

水文

・現地踏査
・流量（沢，地下水）測定
・水温検査・・水質検査
・地下水位観測

・地下水位の上昇が外圧として変状トンネル覆工に作用する懸念がある場合に坑外か
らボーリング坑を利用した地下水位観測が計画される場合がある。
・豪雨時の急激な地下水変動にも注意する。
・有害水が懸念される場合には水質検査を行う。

気象

・降雨（雪）量記録
・気温測定

・排水（湧水）量調査と併せて実施することにより，湧水の発生位置（地表，深部）
や周辺地山の状態が変化した時期が把握できることがある。

土地
利用

・変状トンネル周辺の土地利用計画に関する情報は，関連法規（都市計画法の指定地
・現地踏査
域等）の整備状況と合わせ，常に最新の情報を入手することを心がける必要がある。
・開発計画（土地利用の変化，
・開発計画は事前に資料を入手し，早めに協議，対策を行う。
近接施工）

地震

・現地踏査
・資料収集

地形調査

環境

・変状トンネルに影響を及ぼす恐れのある地震が発生した場合，その影響の有無につ
いて現地踏査を行う必要がある。なお，地震の程度を示す情報（マグニチュード，
震度，加速度）が，得られる機関（ＪＨ内，地方気象台，地方公共団体等の観測所）
やその測定位置等について，あらかじめ把握しておく必要がある。
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表 11.13 変状詳細調査の調査項目（同上，p12）
調査項目
調査対象物
着目点
①目視調査
覆工（ﾀｲﾙ直張り内 変形，ひび割れ，剥離，剥落，舗装版の浮き，ずれ，目
装含）
・坑門及び舗 地切れ，漏水及び有害水の状態，土砂流入の状況，汚れ，
装の表面
つらら，側氷，材料劣化 等
②ひび割れ調査 覆工（ﾀｲﾙ直張り内 ひび割れの位置，形態，規模，パターン，進行性，目地
装含）及び坑門
切れ，ずれ，浮き，剥離・剥落 等
舗装版の浮き，ずれ，ひび割れの位置，形態，規模，パ
舗装面
ターン，進行性，目地切れの状況
③トンネル変位 坑門
躯体の変位・変形
調査
覆工
変形，はらみ出し
舗装面
段差，盤ぶくれ，沈下，ずれ，傾き
④トンネル構造 坑門
構造厚，材質
調査
覆工
構造厚，材質，ひずみ（覆工応力）
舗装版
構造厚，材質
⑤背面空洞調査 覆工及び坑門背面 坑門工背面の空洞の状況，支保構造背面の空洞の状況
舗装版及び路盤部 舗装版下の空洞
⑥材料劣化調査 覆工及び坑門
材料の劣化状態
⑦漏水調査
覆工，坑門，舗装 漏水及び有害水の状況
排水設備
排水状態（自然水・湧水）
土砂流入の状況
覆工及び坑門
つらら及び側氷の状態
⑧地山変位調査 覆工，坑門，舗装 変状部周囲の地山状況及び変位，地質構成，地山強度，
劣化範囲，地盤支持力，変位，外力推定 等
注 1）本表はトンネル変状調査の内，変状部周囲のトンネル構造に関し主な項目についてまとめたもので
あり，これらの項目の中から必要なものを効率的に組み合わせて実施する。
注 2）具体の調査法については，
「トンネル変状調査マニュアル」を参照するとともに，最新の調査方法に
ついても比較・検討の上，合理的で経済的な調査を実施しなければならない。

トンネル定期点検の流れ
ここでは，2014 年 7 月に施行された国土交通省令・告示に基づく「道路トンネル定期点検要領」
に沿って点検の流れを述べます．
1）初回点検
初回点検は，トンネルの覆工を打設し終わったあと，1 年から 2 年の間に実施することが望ましい
としています．この点検ではトンネル建設後の初期段階で発生したトンネル変状・異常の正確な記録
を残し，以後の維持管理の資料とします．
初回点検ではトンネル全長に対して近接目視（高所作業車による観察）を行います．同時に，覆
工表面の打音検査を全面的に行います．
当然のことですが，定期点検のほかにも日常的なトンネルの状態把握（パトロール），事故や災害
時のトンネル変状・異常などを時機を逸することなく行う必要があります．日常的な点検は各事業体
で定期的に実施しており，変状が軽微で応急対策で間に合う場合には，調査・対策は必要ではありま
せん．ある程度変状が進行し通行にも支障がでてきた場合に応急対策を行いながら変状調査を行うこ
とになります．
2）定期点検
定期点検は初回点検から 5 年以内に行います．近接目視が基本で，打音検査を併用し利用者被害の
可能性があるコンクリートのうき・はく離部を撤去するなどの応急措置を行います．つまり，点検と
同時に，ハンマーなどで落とせるような，うき・はく離は落としてしまいます．
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図 11.34 定期点検を対象としてメンテナンスサイクルの基本的なフロー
（道路トンネル定期点検要領，2014，6p）
近接目視で変状がない場合，打音検査で清音を発する場合は，変状などの健全性の診断をすぐに行
います．
措置というのは，定期的あるいは常時の監視，通行規制・通行止めなどを言い，対策を含みます．
対策には，本対策までの短期間，トンネル機能を維持する応急対策と中〜長期的に機能を維持する
本対策があります．
青文字は，要領の相当する章です．
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定期点検
初回点検

定期点検

表 11.14 定期点検頻度および方法
方 法
頻度・調査内容
・新設トンネルに関しては覆工打設終了後１〜2
近接目視・打音検査が基本
年の間に行う
・落とせる「うき・はく離」は点検時に処理する
・5 年以内ごとに行う
・対策工の必要性・緊急性の判定と対策を実施す
近接目視・打音検査が基本
るための設計・施工に関する情報を得るための
調査を行う
・健全性の診断を行い，記録を残す

図 11.35 初回点検の手順（参考図）
（(財)道路保全技術センター，2001，p34）

図 11.36 二回目以降の定期点検の手順（参考図）
（(財)道路保全技術センター，2001，p36）

変状調査
変状調査は定期点検で，ある程度変状原因が明らかして，さらに原因の特定と対策工の立案を目的
として行うものですので，トンネルの構造的欠陥（巻き厚不足や背面の空洞の存在，覆工コンクリー
トの強度試験，トンネルの断面形状）やトンネル周辺地山の応力状態（覆工等の応力，緩み深度確定，
地すべりの有無），漏水状況などについて調査を行います．
変状調査の基本となるのは，クラック展開図です．近年，画像計測やレーザーを使ったクラック展
開図の作成方法が開発されています．効率的で正確なクラック展開図の作成が可能となっています．
さらに，トンネル新設時のデータも電子データとして保存・管理して，維持管理に生かすシステムも
実用化されています．
（例えば，http://www.tonox.jp/service/images/leser_tonneru.pdf，
http://www.w-e-kansai.co.jp/technology/02.pdf，
http://www.kumagaigumi.co.jp/press/2002/pr_020730.html など）
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実際の変状調査
以上は，トンネル定期点検要領にもとづいて述べてきました，定期点検以外にもトンネル変状調査
は行われます．そのことを念頭に，実際の変状調査について述べます．
(1) 既存資料の整理
既存資料から新設時の支保パターン，地質状況，地山からの湧水状況などを知ることができます．
また，トンネル断面，インバート設置区間，補助工法の情報も重要です．特に坑口付近では，インバ
ートが設けてあるのにクラックが入っている場合にはかなり重傷と考えられます．建設年代も重要で，
NATM 工法になる前の矢板工法で建設されたトンネルでは，天端付近に数十ｃｍの空洞があるのは
珍しくなく，この空洞が天端クラック発生の主原因となっていることが多いのです．
しかし，変状が著しい古いトンネルでは施工記録がほとんど残っていないため，レーダー探査など
によるトンネル背面の空洞調査が必要となります．

表 11.15 既存資料調査項目一覧（(社)日本道路協会,1993,p77-80）

補強・補修記録

施工法，特殊工法，補助工法，掘削に伴う地山変化記録，各種試験
報告，直轄・請負の別
トンネル延長，坑門工，断面形状，覆工厚さ，材質，土被り，支保
構造
内空断面，出来形調書，計測内容（内空変位，地中変位，ロックボ
ルト軸力など）
覆工の補強・補修，漏水防止工，路面の変状・修繕記録

各種記録

気温・降雨量，明かり部の災害記録，記録写真

変状調査記録

点検記録
目視記録
測定記録

地山条件

地質調査報告書

―
ひび割れ，目地切れ，剥離，湧水など
ひび割れ幅，内空変位，盤ぶくれ量など
空中写真判読結果，地質踏査結果，地質図，縦断図，横断図，地形
図

既存資料
設計諸元
建設時および供用後
の対策時の施工記録

検査記録

(2) クラック展開図の作成
1) 変状調査の基本的な図面です．新設時の資料からトンネル断面を知り，天端のセンターライ
ン，両側壁のスプリングラインの線を記入したものにクラックを記入していきます．
ざっと見て路盤に変状があるようであれば路盤のクラックも記入します．完全に胴切り状態
で側壁から路盤まで続いているクラックは要注意です．
2) クラックをスケッチする場合には，クラックスケールを必ず用いる必要があります．人間の
目は線状のものの幅を正確に認識できないようで，１ｍｍの幅があると思ってもせいぜい 0.5ｍ
ｍ程度です．
3) クラックの性質も重要です．大きくは圧縮応力を受けて形成された圧座クラック（剥離を伴
う），引張応力により形成された開口クラック，段差を持つせん断クラック，外力による変位を
伴わないクラック（目地切れやコンクリートの乾燥収縮など）に分類して記載します．レーザー
や画像によるクラック展開図を作成した場合でも，打音検査時に目視でどんな性質のクラックな
のかを確認する必要があります．クラックの性質は変状原因を特定するために非常に重要です．
4) 湧水点は正確に記載し，湧水量は定性的表現でもよいので記載します．遊離石灰が出ている
クラックはまだ貫通していないと考えてよいですが，クラック付近が褐色化している場合にはク
ラックは貫通しトンネル背後の地下水がしみ出していると考えられます．
5) クラックに全て番号を付け，クラックの性質，クラック幅，クラックの長さ，方向（縦断，
横断，斜めなど）
，湧水の程度などをそれぞれのクラックについて記載しておきます．評点法で
評価を行う場合に役立ちます（図 11.37 参照）
．
6) 寒冷地や標高の高いところにあるンネルでは，湧水がツララや側氷を形成し通行の障害とな
るほか，路盤に滴下した水がアイスバーンや氷筍を形成します．したがって，万全を期すのであ
れば寒冷地などでは冬期の調査が不可欠です．
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図 11.37 クラックスケール

図 11.38 クラック展開図の例
右側の表を利用して区間ごとのランク付けを行うことができます．クラックの長さ，幅，発生箇所，方
向などが重要な要素となります．

(3) 地表踏査
1) トンネル全体の地質構成，地質構造を明らかにします．特に断層，地層境界，透水層，層理面・
片理面・節理とトンネルとの関係を把握します．坑口付近は崖錐堆積物や風化部の分布状況に注
意します．
2) 地質構造を反映できるクラック展開図を作成すると変状原因を検討する上で非常に有効です．
つまり，クラックの集中点や湧水点が地質構造とぴたりと一致することがあります．方法として
はクラック展開図に地層境界や断層破砕帯を記入する方法，縦断図に手前のアーチ・側壁に分布
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するクラックを実線，反対側のクラックを破線で記入する方法などがあります．場合によっては
水平断面図を作成することも有効です．
3) トンネル変状との関係で重要なのは，地すべり地形の有無です．トンネルは基本的には円形構
造ですので，横断方向に均等にかかる力に対しては比較的抵抗力がありますが，縦断方向の力や
トンネル全体が移動するような力に対しては抵抗力が小さいのが特徴です．また，地すべりに対
する必要抑止力が数 1000kN/m というのは珍しくなく，一般的なトンネルの構造では対抗できま
せん．
(4) 地形測量とトンネル内測量
1) 「道路トンネル維持管理便覧」（
「便覧」）では，詳細調査で実施することになっていますが，
少なくともトンネル内の測量は初めに行っておく方が有効です．この目的は，天端，側壁脚部，
できればアーチ肩部の通りを見ることです．スプリングライン付近にトンネル方向のクラックが
ある場合は側壁が押し出されている可能性があるので，側壁の水平変位を抑えておくことが必要
となります．
2) トンネル変状は背面の地質状況や覆工の状態，地形条件に大きく左右され，区間によって変状
の程度が異なってきます．クラックだけでなく覆工の天端沈下量や側壁の押出し量が変状程度を
区間割りする場合に非常に有効です．したがって，対策を必要とする区間を特定するためにもト
ンネル内の測量は必要です．
3) やや密なクラックが目視で確認できるトンネルでは，天端が数 10cm 以上沈下していると考え
た方がよく，場合によっては建築限界を侵していることがあります．
図 11.39 トンネル内測量の測点設定

このトンネルは 1944 年（昭和 19 年）に竣工し
たもので，覆工のクラックのほかに路面の盤ぶく
れが著しかった．黒三角は測点.

図 11.40 トンネル内測量結果図

測点 190 付近の段差は明瞭なもので，
1981 年の豪雨時に坑口で発生した地すべ
りによる変位と推定され，天端は沈下して
いる．この付近のクラックはトンネルを横
断するものが多い．
1975 年以後，一度補修しインバートを設
置したため路面状況は改善されたが，1981
年の坑口地すべりで測点 190 付近に段差が
出来た．
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(5)クラック経時変化調査
「便覧」でひび割れ簡易調査あるいはひび割れ形状変化調査とされているものです．
1) 最も簡単な方法は，クラック展開図作成時に覆工のクラック先端をマークしておくという方法
です．意外にクラックは進行するものであることが分かります．
2) モルタルパットは，クラックが進行しているかどうかの判定は出来ますが，その動きがつかめ
ない欠点があります．最近は簡単な読みとり式のクラックゲージがあるのでそれを用いるのが手軽で
す．ただし，このクラックゲージは目で確認できる位置でないと使用できません．
3) スプリングライン付近から上部に連続性のあるクラックがある場合は，電気式クラックゲージ
を設置せざるを得ません．その場合は，クラック展開図をもとにクラックの発生原因を想定し，重要
で代表的なクラックに設置します．
4) クラックの進行性判定は，対策工の優先度に大きく影響します．当然，対策工法を検討する場
合も大きな要素となります．進行しているのであれば，その原因をはっきりさせ，力で対抗する必要
があります．場合によっては，季節的な変動だけで変位が累積しない場合もあります．
5) また，面導水工のように覆工表面を覆ってクラックの状況が見えなくなる工法を対策工として
採用する場合で，クラックの動きが進行している場合には，採用に際して十分注意する必要がありま
す．

図 11.41 クラックの経時変化の例

融雪期にクラックは閉じる傾向にある．4 月の急激な変位は福島県沖地震（1987 年 4 月
23 日発生．震度Ⅲ）によるものである．

(6) 内空変位経時変化調査
一つ一つのクラックだけでなくトンネル覆工全体の変位を調査する場合があります．
1) トンネル新設時に行う内空変位測定の方法で行うことができます．内空変位測定は，コンバー
ジェンスメーター（ダイアルゲージと鋼製テープを組み合わせた高精度の巻き尺）で測定していまし
たが，現在は標的をトンネル覆工表面に取り付け光波測量により三次元的に変位を求めることができ
ます．
2) この調査は変状調査としては，あまり一般的ではないですが，トンネル全体の変状の進行性を
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評価する場合には有効です．
3) 最近は，光ファイバーを用いて変位量と変位箇所を検出することが可能となっています．測定
器がやや高価ですが，トンネル全体の変位を把握したい場合には有効な方法です．
(7) 覆工劣化調査
特に長年月を経過して覆工コンクリートが劣化している場合には，変状の主原因がコンクリートの
劣化にある可能性が大きくなります．このような場合には，覆工コンクリートの劣化程度を調査する
必要があります．
1) 最も簡易な方法は岩石ハンマーで覆工をたたいてその硬さをみることです．また，シュミット
ハンマーによる強度試験も有効とされています．しかし，長年月経過した覆工コンクリートの表
面には塩類が付着しており，表面をたたく方法で正確な実際の強度を得ることは難しいので注意
が必要です．一軸圧縮試験から求まる強度が小さく出る傾向にあります（表 11.15 参照）
．
また，セメントが流出してジャンカが形成されている場合には，骨材の強度を測定していること
になります．したがって，コンクリートの劣化が主な変状原因と判断した場合は，コア抜きによ
り供試体を採取して強度試験および中性化試験を行う必要があります．
2) コア抜きでは，クラックを跨いで抜くことによりクラックが貫通しているかどうかの判定を下
すことができます．
表 11.16 シュミットハンマーと圧縮試験による覆工コンクリート強度の違い
シュミットハンマーによる推定強度
一軸圧縮強度試験で求めた強度
2
(kgf/cm )
(kgf/cm2)
675
270(40%)
550
225(40%)
注）括弧内はシュミットハンマーによる推定値に対する強度試験値の割合．

(8) 気象調査
トンネルのクラックの挙動などは気温や降水量に影響されていることが多いので，とりあえずは近
くの気象観測点の気象データを収集します．現在では各地にアメダス観測点があるので，かなり精度
良く気象データを収集することができます．

気温；日平均気温，日最高気温，日最低気温
降水量；日降水量
1) 必要に応じて過去のデータも収集し当該年の気象条件が異常かどうかの判断を行います．
2) 寒冷地では凍結がトンネル変状の有力な原因となることがあります．その場合には，トンネル
覆工背面の凍結深と気温を測定する必要があります．地中温度と気温とはかなりのタイムラグが
あるので，春になっても観測をすぐやめないで．やや長い期間観測する必要があります．凍結深
の最も簡単な測定方法は凍結深度計を埋設し定期的に取り出して観測することです．何段かに分
けてサーミスターを埋め込んで深度ごとの地温を測定する方法もあります．この方法では地温勾
配を得ることが出来ます．
3) どの程度の精度で地中温度を得るかは，やはり変状原因が何かによって異なってきます．クラ
ック展開図にもとづく変状原因の推定が全ての出発点です．
以上が主として変状原因を推定するための調査です．これに対して，主として対策工を検討するた
めの調査があります．
(9) 地形測量
トンネル変状は特に坑口付近に発生することが多いです．土被りが著しく大きい場合にはあまり意
味がないですが，最低坑口付近だけでも地形測量と縦横断測量を行い，地形とトンネルとの関係，特
に偏圧地形かどうか，極端に側壁部の土被りが薄い区間がないかの検討を行っておく必要があります．
鉛直方向の土被りについては比較的見逃すことは少ないのですが，水平方向の土被りは横断測量をし
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てはじめて分かることがあるので注意が必要です．

図 11.42 水平方向の土被りが薄く対策工を実施した例
左：左側の崖面とトンネル側壁の距離はこの断面では７ｍほどです．崖面の不安定岩塊を除去し，
もたれ式擁壁で崖面を保護しました．海岸に面しているために浸食防止も兼ねています．どの
程度の被りがあれば安全かはＦＥＭ解析で求めました．
右上：トンネル坑口全景．トンネル坑口上部はのり枠工で岩塊の崩落を押さえ，海側に擁壁を設け波
による浸食を防止しました．
右下：面導水工．断熱材付きの版を覆工に貼り付けて亀裂からの湧水が路面に落ちないようにしまし
た．北海道の場合，冬にツララが出来たり路面にアイスバーンが出来たりするので，特に注意が必
要です．

(10) 地山挙動調査
トンネル周辺の地山の挙動を把握するための調査で，トンネル内，トンネル外でボーリングを行い，
地中変位計，傾斜計，パイプひずみ計などを設置し，地山の挙動とクラックの挙動との関係を把握し
ます．
1）ボーリング孔を利用して各種検層や現位置試験を実施するのは新設時の調査と同様です．特に
変形係数は重要な地山定数です．著しく変状が進んでいる場合には，粘着力および内部摩擦角が
必要となってきます．
2）トンネル坑内からのボーリング調査は，覆工厚，覆工背面の空洞の有無，地山の緩み範囲を確
認できます．工夫をすればコア抜き機で覆工を含めて深度５ｍ程度まではコアを採取することが
出来ます．ボアホールカメラにより亀裂の方向，開口度，性質を把握することも変状原因の推定
に有用です．
3）補強対策としてロックボルトを打設する場合には，緩み範囲の把握が必要となってきます．ま
ず，ボーリングのコア状況で推定し，地中変位計により確認するというのが一般的です．速度検
層あるいは孔内弾性波探査も有効な方法です．また，コア状況から自穿孔ロックボルトでないと
打設できないかどうかの判定も行えます．
4) 覆工背面の応力測定は変状が著しく，かなり剛な構造で対抗しないと変状が収まらないと判断
した場合には必要となります．ただし，ここで測定される応力はあくまでも測定時点からの応力
増分ですので，設計時の扱い方に注意が必要です．
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(11) 水質調査
トンネルからの漏水が有害な役割をしている場合には，水質調査が必要です．漏水を舐めてみて舌
に渋みを感じるようであれば pH4 程度と考えてよく，すっぱみを感じるようであれば pH3 以下と判
断してよいです．水質がおかしいと感じたならｐＨメーターで現場測定し，必要であれば室内水質試
験を実施します．酸性水によるコンクリートの劣化を考慮した対策工が必要となります．
(12) 空洞調査
覆工背面の空洞調査にはレーダー探査が有効です．レーダーでは覆工厚，背面の空洞，鋼製支保工
あるいは鉄筋がある場合はその位置を把握することが出来ます．
(13) 地山試料試験
地山試料試験としては，一般的な岩石試験と膨張性粘土があると判断した場合にはＸ線回折を行い
ます．寒冷地ではシルト岩が分布する場合には凍上による変状を想定して凍上試験を行う必要があり
ます．

地山試料試験

特殊な試験

表 11.17 地山試料試験一覧
比重・吸水率試験，単位体積重量試験，一軸圧縮強度試験，圧裂引張試験，超音
波伝播速度測定
（一軸圧縮試験では静弾性係数，静ポアソン比を求める）
膨張圧試験（膨張量，膨張圧），凍上試験（凍上量，凍上圧）覆工コンクリート
については中性化試験，一軸圧縮強度試験を実施する．

補修・補強対策工
補修・補強対策を行うためには変状調査でランク付けを行います．それぞれのランクに応じた対策
工の目安が作られています．ランク区分の要点は「車両通行に対する危険性」です．どのランクに分
類するかは経験的なものが大きく作用します．

図 11.43 補修・補強ランクの分類（NEXCO，2009，45p）
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表 11.18 補修・補強ランクと対策工の緊急性の目安（同上）
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表 11.19 補修ランクに対する補修工法選定の目安（
（NEXCO，2009，54p）
）
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図 11.44 標準設計における変状原因ごとの対策工（
（NEXCO，2009，71p）
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トンネルのクラックと変状原因
ここではポンチ絵でトンネルに発生するクラックの形と変状原因を示しました．橋梁や擁壁な
どのコンクリート構造物のクラック発生原因を考える上でも参考になります．

図 11.45 トンネルに発生したクラックと変状原因（（NEXCO，2009，35−43）
上左：塑性地圧による変状．トンネル周辺の地山の強度が不足するとトンネル壁面に水平のクラック
が発生します．この場合，側圧が卓越することが多く，側壁に開口クラック，天端に圧縮クラッ
クが発生します．クラックの性質を判定することが重要です．
凍上圧によるクラックもこれと同じパターンを示します．
上右：偏圧による変状．山側の肩部付近に開口性の水平クラックが発生し，谷側は圧縮性のクラック
となります．地層の傾斜によっても偏圧によるクラックが発生することがあります．
中左：地山の緩みによる鉛直圧による変状．古いトンネルでは最も多いクラックです．このクラック
は，上に載った岩塊などの荷重により開口性のクラックとなります．ただし，塑性圧とこの天端
背面の空洞が重なると，このクラックは押し上げられて圧縮性のクラックとなることがあります．
中右：地震による変状．地層の境など地震動により異なる変位をする境に発生します．
下左：支持力不足による変状．ある区間に鉛直クラック（胴切りクラック）が発生します．多くの場
合，上に閉じたクラックになります．コンクリートの乾燥収縮や温度収縮による場合もあるので
注意が必要です．
下右：支持力不足による坑門の変状．古いトンネルでは坑門は重力式であることが多く，出口側に倒
れ込みます．
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